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　号） ………………………………………………… 1199

　　職員共済組合公告

◇川崎市職員共済組合組合会の招集

　（第１号） ………………………………………… 1199

　　区公告

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書及

び過誤納還付通知書の公示送達（川

　崎区第13号） ……………………………………… 1199

◇ 介護保険料に係る納入通知書の公示

送達（川崎区第14号） …………………………… 1200

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（川崎区第15号） ……………………… 1200

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（川崎区第16号） ……………………… 1200

◇住民票の職権消除（川崎区第17号） …………… 1200

◇印鑑登録の抹消（川崎区第18号） ……………… 1200

◇ 国民健康保険料に係る過誤納金還付

（充当）通知書の公示送達（幸区第

　４号） ……………………………………………… 1200

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（幸区第５号） ………………………… 1201

◇ 介護保険料に係る納入通知書の公示

送達（幸区第６号） ……………………………… 1201

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（中原区第９号） ……………………… 1201

◇ 国民健康保険料等に係る差押調書

（謄本）の公示送達（高津区第10号） ………… 1201

◇住民票の職権消除（高津区第11号） …………… 1201

◇印鑑登録の抹消（高津区第12号） ……………… 1201

◇ 介護保険料に係る納入通知書の公示

送達（高津区第13号） …………………………… 1202

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（高津区第14号） ……………………… 1202

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（宮前区第９号） ……………………… 1202

◇ 介護保険料に係る納入通知書及び過

誤納金還付通知書の公示送達（多摩

　区第６号） ………………………………………… 1202

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（多摩区第７号） ……………………… 1203
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◇ 国民健康保険料に係る還付通知書の

公示送達（麻生区第６号） ……………………… 1203

◇ 国民健康保険料に係る納入通知書の

公示送達（麻生区第７号） ……………………… 1203

◇ 介護保険料に係る納入通知書の公示

送達（麻生区第８号） …………………………… 1203

◇ 介護保険料に係る過誤納金還付通知

書の公示送達（麻生区第９号） ………………… 1203

規 則

　川崎市かわさき市政だより発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２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第３号

　　　川崎市かわさき市政だより発行規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市かわさき市政だより発行規則（昭和25年川崎市

規則第７号）の一部を次のように改正する。

　第３条中「及び21日」を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和３年５月１日から施行する。

告 示

川崎市告示第48号

　川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全

で衛生的な飲料水の確保に関する条例（平成７年川崎市

条例第８号）第16条第１項の規定に基づく指定検査機関

の名称等の変更があったので告示します。

　　令和３年２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　名　　称　　　一般社団法人　神奈川県貯水槽協会

２ 　変更事項　　　代表者

３ 　変更内容（新）代表理事　　門馬　　直

４ 　変更内容（旧）代表理事　　竹内　幸治

５ 　変更年月日　　令和２年10月30日

　　　───────────────────

川崎市告示第49号

　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川

崎市条例第４号。以下「条例」という。）第10条第２項、

第11条第２項及び第３項並びに第27条第２項の規定に基

づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条

第１項（第27条第３項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき告示します。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第50号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定します。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市告示第５０号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月7日号外法律第123号） 第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関

として、次のとおり指定します。

　 令和 3年 2月 2日

川崎市長　　　福田　紀彦

１　新規指定

 (1)　病院又は診療所

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 主たる医師氏名

1 独立行政法人労働者健康安全機構　関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町１－１ 育成医療・更生医療 独立行政法人労働者健康安全機構 理事長 有賀 徹 令和3年2月1日
本郷　偉元
（免疫に関する医療）

 (2)　薬局

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

1 塚越薬局 川崎市幸区塚越２－１５９－１５ 育成医療・更生医療 株式会社ネクサフィート 代表取締役　塩瀬　真央 令和3年2月1日 多和田　里佳子

2 川崎千年薬局 川崎市高津区千年６２３－１　小宮ビル 育成医療・更生医療 株式会社アポステータス 代表取締役　林　昭弘 令和3年2月1日 佐藤　千夏

3 バンビーノ薬局 川崎市宮前区小台２－４－５ 育成医療・更生医療 株式会社　ビタロマン 代表取締役　山村　真一 令和2年12月1日 藤岡　京子

4 コスモス薬局　高津区役所前店 川崎市高津区下作延２－７－３０　プラザフォンテーヌ１階 育成医療・更生医療 株式会社コスモス薬品 代表取締役　横山　英昭 令和3年2月1日 東條　真梨子

5 クリエイト薬局　川崎下小田中店 川崎市中原区下小田中３－２５－１４ 育成医療・更生医療 株式会社クリエイトエス・ディー 代表取締役　廣瀨　泰三 令和3年2月1日 小貫　耕平

6 クリエイト薬局　川崎南加瀬店 川崎市幸区南加瀬３－９－３５ 育成医療・更生医療 株式会社クリエイトエス・ディー 代表取締役　廣瀨　泰三 令和3年2月1日 田野　健太郎

7 藤井薬局 川崎市川崎区日進町１３－１５ 育成医療・更生医療 - 藤井　茂範 令和3年1月1日 藤井　茂範

8 薬樹薬局　登戸 川崎市多摩区登戸２４２８番地４　ロッソペレンネ１階 育成医療・更生医療 薬樹株式会社 代表取締役　入江　充 令和3年2月1日 鈴野　佳祐

 (3)　訪問看護

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 事業者名称 代表者氏名 指定年月日

1 Ｌｕｘｅｍ訪問看護リハビリステーション川崎多摩 川崎市多摩区登戸２７０６－５　白井ビル３階 育成医療・更生医療 株式会社Ｌｕｘｅｍ 代表取締役　吉川　大我 令和3年2月1日

２　医療機関コード変更に伴う新規指定

 (1)　病院又は診療所

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 主たる医師氏名

1 なんぽ歯科クリニック新百合ヶ丘 川崎市麻生区万福寺１－８－１　横山ビル１０１号室 育成医療・更生医療 医療法人社団鳳友会 理事長　南保　友樹 令和1年8月1日
南保　友樹
(歯科矯正に関する医療)

2 武蔵小杉矯正歯科 川崎市中原区小杉町３－６００　コスギサードアベニュー３階 育成医療・更生医療 医療法人 スマイルクリニック 理事長 荻原　祐二 令和2年7月9日
荻原　祐二
(歯科矯正に関する医療)

 (2)　薬局

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

1 たけのこ薬局　溝ノ口店 川崎市高津区久本１－２－５ 育成医療・更生医療 有限会社　ナカハラ 代表取締役　佐藤　昌義 令和2年8月1日 倉島　朋子

2 ハックドラッグ武蔵中原薬局 川崎市中原区上小田中５－２－２　１Ｆ 育成医療・更生医療 ウエルシア薬局株式会社 代表取締役　水野　秀晴 令和3年2月1日 萩原　槙子

3 クスリのナカヤマ薬局　登戸駅前店 川崎市多摩区登戸２５６９－１　如文１階 育成医療・更生医療 株式会社 クスリのナカヤマ 代表取締役 中山 唱司 令和2年11月22日 藤岡　紗代

4 ライム薬局　ららテラス武蔵小杉店 川崎市中原区新丸子東３－１３０２　４階 育成医療・更生医療 日本調剤株式会社 代表取締役 三津原 庸介 令和3年1月1日 蛭田　剛俊

川崎市告示第51号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定内容を変更します。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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　川崎市告示第５１号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月7日号外法律第123号）第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関として、次のとおり指定

内容を変更します。

　 令和　3年　2月　2日

川崎市長　　　福田　紀彦

1 主として担当する医師又は歯科医師の変更

№

1

2

2 薬局の名称又は所在地の変更

№

1

2

3

4

3 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(薬局)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

令和2年10月1日帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子５－１－１ (10)腎臓に関する医療 松井 克之 松井 克之・永山 嘉恭 育成医療・更生医療

変更年月日

医療法人社団永康会 武蔵新城じんクリニック 川崎市中原区新城１－４－３ (10)腎臓に関する医療 足利　栄仁 山口 春奈 更生医療 令和2年7月1日

医療機関名称 所在地 担当する医療種類 新医師氏名 旧医師氏名 自立支援医療の種類

新医療機関名称 新所在地 旧医療機関名称 旧所在地 自立支援医療の種類 変更年月日

川崎市高津区下作延２－７－２６－１０２

矢野調剤薬局　溝口神社前店 川崎市高津区溝口２－１７－３５－１０１

令和2年9月1日矢野調剤薬局　溝口下作延店 川崎市高津区下作延２－７－２６－１０２ 高津薬局  西部店 育成医療・更生医療

高津調剤薬局 川崎市高津区溝口２－１７－３５－１０１ 育成医療・更生医療 令和2年9月1日

矢野調剤薬局　溝口中央通店 川崎市高津区溝口１－１４－１３ 高津薬局 溝ノ口店 川崎市高津区溝口１－１４－１３ 育成医療・更生医療 令和2年9月1日

セイムス久末薬局 川崎市高津区東野川２－３６－４ あい薬局 久末店 川崎市高津区東野川２－３６－４ 育成医療・更生医療 令和2年12月1日

ポピー薬局 武蔵中原店 株式会社 アヴァンス 代表取締役 浅野目　まりこ 横浜市磯子区岡村４－２７－７ 株式会社 アヴァンス 代表取締役 浅野目 正人 横浜市磯子区岡村４－２７－７

医療機関名称 新開設者名称 新開設者氏名

調剤薬局ツルハドラッグ 栗平駅前店 株式会社ツルハ 代表取締役社長　八幡　政浩 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 株式会社ツルハ 代表取締役社長 鶴羽 順

育成医療・更生医療 令和2年1月1日

港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 育成医療・更生医療 令和2年10月1日クオール薬局 小田急百合ヶ丘駅店 クオール株式会社 代表取締役　柄澤　忍 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 クオール株式会社 代表取締役 荒木 勲

クオール薬局聖マリアンナ医大前店 クオール株式会社 代表取締役　柄澤　忍 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 クオール株式会社 代表取締役 荒木 勲 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 育成医療・更生医療 令和2年10月1日

横浜市磯子区岡村４－２７－７ 育成医療・更生医療 令和2年1月1日

ＳＦＣ薬局貝塚店 クオール株式会社 代表取締役　柄澤　忍 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 クオール株式会社 代表取締役 荒木 勲 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階

ポピー薬局 株式会社 アヴァンス 代表取締役 浅野目　まりこ 横浜市磯子区岡村４－２７－７ 株式会社 アヴァンス 代表取締役 浅野目 正人

育成医療・更生医療 令和2年10月1日

クオール薬局小倉店 クオール株式会社 代表取締役　柄澤　忍 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 クオール株式会社 代表取締役 荒木 勲 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 育成医療・更生医療 令和2年10月1日

クオール薬局 武蔵小杉南店 クオール株式会社 代表取締役　柄澤　忍 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 クオール株式会社 代表取締役 荒木 勲 港区虎ノ門四丁目３番１号 城山トラストタワー３７階 育成医療・更生医療 令和2年10月1日

育成医療・更生医療 令和2年10月1日

福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 育成医療・更生医療 令和2年10月1日

そうごう薬局 子母口店 総合メディカル株式会社 代表取締役　坂本　賢治 福岡市中央区天神２－１４－８ 総合メディカル株式会社 代表取締役 貞久 雅利 福岡市中央区天神２－１４－８

そうごう薬局 南加瀬店 総合メディカル株式会社 代表取締役　坂本　賢治 福岡県福岡市中央区天神２－１４－８ 総合メディカル株式会社 代表取締役 貞久 雅利

川崎市高津区上作延５３９－５ 育成医療・更生医療 令和2年5月1日

旧開設者住所 自立支援医療の種類 変更年月日

川崎市高津区上作延５３９－５

セントラル薬局　幸 株式会社ＳＦ・インフォネット 代表取締役 新井　勝 川崎市高津区上作延５３９－５ 株式会社ＳＦ・インフォネット 代表取締役 大塚 吉史

育成医療・更生医療 令和2年5月1日

新開設者住所 旧開設者名称 旧開設者氏名

セントラル薬局 溝口宮の下 株式会社ＳＦ・インフォネット 代表取締役 新井　勝 川崎市高津区上作延５３９－５ 株式会社ＳＦ・インフォネット 代表取締役 大塚 吉史

千代田区丸の内１丁目１番１号 育成医療・更生医療 令和2年7月1日

百合丘ホーム薬局 クラフト株式会社 代表取締役　新井　勝 千代田区丸の内１丁目１番１号 クラフト株式会社 代表取締役 大塚 吉史 千代田区丸の内１丁目１番１号 育成医療・更生医療 令和2年7月1日

さくら薬局　川崎長沢店 クラフト株式会社 代表取締役　新井　勝 千代田区丸の内１丁目１番１号 クラフト株式会社 代表取締役 大塚 吉史

横浜市中区港町５－２４－２ 育成医療・更生医療 令和2年7月1日

調剤薬局ツルハドラッグ 新城駅前店 株式会社ツルハ 代表取締役社長　八幡　政浩 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 株式会社ツルハ 代表取締役社長 鶴羽 順 札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号

エムエム薬局　川崎大師駅前店 株式会社ハピネス 代表取締役　倉沢 勉 横浜市中区伊勢佐木町４－１１２　クロスビル３F 株式会社ハピネス 代表取締役　倉沢 勉

育成医療・更生医療 令和2年8月11日

札幌市東区北２４条東２０丁目１番２１号 育成医療・更生医療 令和2年8月11日
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4 管理薬剤師の変更

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称の変更(訪問看護)

№

1

2

6 定数の変更(訪問看護)

№

1

川崎市中原区上新城２－１１－２５ 育成医療・更生医療 令和2年11月2日

医療機関名称 所在地 新薬剤師名 旧薬剤師名 自立支援医療の種類 変更年月日

訪問看護シンジョーステーション 株式会社Famridge 代表取締役 中尾根 功嗣 川崎市中原区上新城１－４－５０ 株式会社Famridge 代表取締役 中尾根 功嗣

医療機関名称 新開設者名称 新開設者氏名 新開設者住所 旧開設者名称 旧開設者氏名 旧開設者住所 自立支援医療の種類 変更年月日

キリン堂薬局　新百合ヶ丘店 川崎市麻生区古沢１７７ 久保田　真大 山我 和徳 育成医療・更生医療 平成30年11月1日

アイン薬局　溝口店 川崎市高津区二子５－１－２　ローゼ高津１階 小林　絢子 酒井　朋枝 育成医療・更生医療 令和2年7月1日

スギ薬局　スギ薬局たいら店 川崎市宮前区平２－４－３８　そうてつローゼンたいら店１階 新井 瑛理子 余江　宇宙 育成医療・更生医療 令和2年7月1日

スギ薬局　スギ薬局たいら店 川崎市宮前区平２－４－３８　そうてつローゼンたいら店１階 余江　宇宙 鈴木　沙由里 育成医療・更生医療 平成29年8月1日

阪神調剤薬局 鷺沼店 川崎市宮前区有馬４－１７－２２ 齊藤　愛 武村 和代 育成医療・更生医療 令和2年8月1日

新ゆり調剤薬局 川崎市麻生区万福寺１－８－７ 中野　謙二 高橋 真 育成医療・更生医療 令和2年7月16日

カメイ調剤薬局　溝の口店 川崎市高津区溝口１－５－５　１階 押切　実佳 齋藤 千恵子 育成医療・更生医療 令和2年9月1日

ポピー薬局 武蔵中原店 川崎市中原区上小田中５－２－７　クレシア武蔵中原１F 森　玲子 狩野 貴彦 育成医療・更生医療 令和2年9月1日

アイセイ薬局 高津区役所前店 川崎市高津区下作延２－４－３ 山田　路恵 甲斐 彩乃 育成医療・更生医療 令和2年10月1日

フィットケアエクスプレス 川崎ダイス店薬局 川崎市川崎区駅前本町８ 川崎ダイス１階 津田　浩治 森田 優人 育成医療・更生医療 令和2年7月21日

イオン薬局イオンスタイル新百合ヶ丘 川崎市麻生区上麻生１－１９ 永田　辰矢 秋葉 勇人 育成医療・更生医療 令和2年9月28日

ポピー薬局  川崎市中原区新城５－１－１ウィステリアビル１階 浅野目 まりこ 池谷　博美 育成医療・更生医療 令和1年12月1日

稲垣薬局 溝口店 川崎市高津区溝口３－１－７　１階 矢島　優子 堀 菜摘 育成医療・更生医療 令和2年10月1日

フロンティア薬局　武蔵小杉店 川崎市中原区小杉町１－５４３－３　ＫＡＨＡＬＡ　ＷＥＳＴⅠ　１０２ 角田　知沙 原田 寿 育成医療・更生医療 平成30年4月1日

セイムスはるひ野駅前薬局 川崎市麻生区はるひ野４－４－１　はるひ野メディカルヴィレッジＤ棟 野坂　千恵 川﨑 理恵 育成医療・更生医療 令和2年6月1日

そうごう薬局 梶が谷店  川崎市高津区末長１－９－１スタイリオ梶が谷MALL５階 吉竹　麻由子 須賀 一名 育成医療・更生医療 令和2年10月1日

調剤薬局ツルハドラッグ 新城駅前店 川崎市中原区上新城２－１４－２３　アドヴァンススクエア武蔵新城Ａ－２ 鎌田　佳央里 円子　皓之 育成医療・更生医療 令和2年11月16日

ファーコス薬局 川崎大島 川崎市川崎区大島5-13-6 中島　奈々 小澤 美和 育成医療・更生医療 令和2年11月26日

矢筈　庸加 中川 若菜 育成医療・更生医療 令和2年10月21日

セントラル薬局　幸 川崎市幸区中幸町１－５１－３ 山田　康平 赤﨑　翼 育成医療・更生医療 令和2年12月11日

コクミン薬局　川崎店 川崎市川崎区新川通１１－３　川崎海事ビル１Ｆ

指定訪問看護　アットリハ新城 株式会社 ＡＴ 代表取締役 津田 篤志 川崎市高津区千年新町９－１５ 株式会社 ＡＴ 代表取締役 津田 篤志 川崎市高津区新作６－８－３３ 育成医療・更生医療 令和2年7月9日

アイセイ薬局 溝の口店 川崎市高津区久本３－２－１ 萩原　由加里 山本　光美 育成医療・更生医療 令和2年12月1日

クリエイト薬局 川崎田島町店 川崎市川崎区田島町１６－１ 田中　貴大 日下田 芽生 育成医療・更生医療 令和2年8月11日

令和2年9月1日

旧職員定数 自立支援医療の種類 変更年月日所在地 新職員定数

ガイア訪問看護ステーション　鷺沼 川崎市宮前区鷺沼１－２－１　安藤マンション７０３号室 13 12 育成医療・更生医療

医療機関名称
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川崎市告示第52号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年11月７日号外法律第123号）第59条

第１項に規定する指定自立支援医療機関として、次のと

おり指定を更新します。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第53号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師として次のとおり指定します。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

川崎市告示第５２号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年11月7日号外法律第123号） 第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関

として、次のとおり指定を更新します。

　 令和 3年 2月 2日

川崎市長　　　福田　紀彦

１　薬局

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 開設者名称 開設者氏名 指定年月日 管理薬剤師氏名

1 アイン薬局　登戸店 川崎市多摩区登戸３４８７－１２ 育成医療・更生医療 株式会社 アインファーマシーズ 代表取締役 大石 美也 令和2年8月1日 大多和　美奈子

2 キリン堂薬局　新百合ヶ丘店 川崎市麻生区古沢１７７ 育成医療・更生医療 株式会社 キリン堂 代表取締役 寺西 豊彦 令和2年8月1日 久保田　真大

3 スギ薬局　スギ薬局たいら店 川崎市宮前区平２－４－３８　そうてつローゼンたいら店１階 育成医療・更生医療 株式会社 スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 令和2年8月1日 新井 瑛理子

4 川崎コスモス薬局 川崎市川崎区京町２－１６－３　エステ・スクエア川崎京町１０５ 育成医療・更生医療 一般社団法人メディホープかながわ 代表理事 佐久間 誠 令和3年2月1日 高橋　保

２　訪問看護

No. 医療機関名 所在地 自立支援医療の種類 事業者名称 代表者氏名 指定年月日

1 指定訪問看護　アットリハ新城 川崎市高津区新作６－８－３３ 育成医療・更生医療 株式会社 ＡＴ 代表取締役 津田 篤志 令和2年8月1日
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Ｎｏ. 指令 指定年月日 氏名 医療機関名 所在地 診療科目 担当する障害分野

1 308 令和3年2月1日 河越　龍方
カワゴエ　タツカタ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 眼科 視覚障害

2 309 令和3年2月1日 加藤　葵
カトウ　アオイ

ふたば内科眼科糖尿病クリニック
神奈川県川崎市宮前区宮崎２－１０－２
第二隆祥ビル２Ｆ

眼科 視覚障害

3 310 令和3年2月1日 曽
ソウ

　由
ユ

布
フ

関東労災病院 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
聴覚又は平衡機能障害お
よび音声・言語又はそ
しゃく機能障害

4 311 令和3年2月1日 清平　美和
キヨヒラ　ミワ

新百合ヶ丘総合病院 神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５ 脳神経外科 肢体不自由

5 312 令和3年2月1日 友近　顕
トモチカ　ケン

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 整形外科 肢体不自由

6 313 令和3年2月1日 葛西　亨
カサイ　トオル

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 整形外科 肢体不自由

7 314 令和3年2月1日 熊井　隆智
クマイ　タカノリ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 整形外科 肢体不自由

8 315 令和3年2月1日 小谷　貴史
コタニ　タカシ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 整形外科 肢体不自由

9 316 令和3年2月1日 鷹尾　直誠
タカオ　ナオキ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 脳神経内科 肢体不自由

10 317 令和3年2月1日 深野　崇之
フカノ　タカユキ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 脳神経内科 肢体不自由

11 318 令和3年2月1日 土橋
ツチハシ

　瑶子
ヨウコ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 脳神経内科 肢体不自由

12 319 令和3年2月1日 曽我　海馬
ソガ　カイマ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 脳神経内科 肢体不自由

13 320 令和3年2月1日 竹田　理々子
タケダ　リリコ

帝京大学医学部附属溝口病院 神奈川県川崎市高津区二子５－１－１ 脳神経外科 肢体不自由

14 321 令和3年2月1日 渡部　寛
ワタナベ　ヒロシ

日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町１－３９６ 整形外科 肢体不自由

15 322 令和3年2月1日 柴田　光規
シバタ　ミツノリ

川崎西部地域療育センター 神奈川県川崎市宮前区平２－６－１ 小児精神科 肢体不自由

16 323 令和3年2月1日 髙橋　直人
タカハシ　ナオト

はなまるクリニック
神奈川県川崎市中原区小杉町２－３１３
ポン・ルテェール小杉１Ｆ

内科・循環器内科・緩和ケア
内科・皮膚科・精神科・呼吸
器内科

心臓機能障害及び呼吸器機
能障害

17 324 令和3年2月1日 髙崎　啓孝
タカサキ　ヒロタカ

田園二子クリニック
神奈川県川崎市高津区溝口２－１６－５
アイピー溝の口ビル２Ｆ

内科
心臓機能障害及び呼吸器機
能障害

18 325 令和3年2月1日 齋藤　正博
サイトウ　マサヒロ

新百合ヶ丘総合病院 神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５ 心臓血管外科 心臓機能障害

19 326 令和3年2月1日 髙橋　朋穂
タカハシ　トモホ

総合新川橋病院 神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５ 循環器科 心臓機能障害

20 327 令和3年2月1日 阿部　純子
アベ　ジュンコ

総合新川橋病院 神奈川県川崎市川崎区新川通１－１５ 循環器科 心臓機能障害

21 328 令和3年2月1日 榊　健司朗
サカキ　ケンジロウ

関東労災病院 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１ 心臓血管外科 心臓機能障害

22 329 令和3年2月1日 小宮山　英徳
コミヤマ　ヒデノリ

日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町１－３９６ 循環器内科 心臓機能障害

23 330 令和3年2月1日 堀内　淳郎
ホリウチ　アツオ

日本鋼管病院 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－１ 内科 呼吸器機能障害

24 331 令和3年2月1日 宮本
ミヤモト

　謙一
ケンイチ

かえでの風たま・かわさき
神奈川県川崎市多摩区三田１－８－９
グレイスイヅミ１０６

内科・緩和ケア内科 呼吸器機能障害

25 332 令和3年2月1日 谷内　七三子
タニウチ　ナミコ

日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町１－３９６ 呼吸器内科 呼吸器機能障害

26 333 令和3年2月1日 西成田　詔子
ニシナリタ　ノリコ

川崎市立井田病院 神奈川県川崎市中原区井田２－２７－１ 呼吸器内科 呼吸器機能障害

27 334 令和3年2月1日 福田　安奈
フクダ　アンナ

はなまるクリニック
神奈川県川崎市中原区小杉町２－３１３
ポン・ルテェール小杉１Ｆ

内科・循環器内科・緩和ケア
内科・皮膚科・精神科・呼吸
器内科

じん臓機能障害

28 335 令和3年2月1日 丑丸　秀
ウシマル　シュウ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 腎臓・高血圧内科 じん臓機能障害

29 336 令和3年2月1日 角　浩史
スミ　ヒロフミ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 腎臓内科 じん臓機能障害

30 337 令和3年2月1日 村田
ムラタ

　真理絵
マリエ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 腎臓内科 じん臓機能障害

31 338 令和3年2月1日 緒方　聖友
オガタ　マサトモ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 腎臓内科 じん臓機能障害

32 339 令和3年2月1日 藤田　陽子
フジタ　ヨウコ

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 腎臓内科 じん臓機能障害

33 340 令和3年2月1日 薄場　渉
ウスバ　ワタル

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 腎泌尿器外科 じん臓機能障害

34 341 令和3年2月1日 與座　直利
ヨザ　ナオト

聖マリアンナ医科大学病院 神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１ 腎泌尿器外科
じん臓機能障害及びぼう
こう又は直腸機能障害

35 342 令和3年2月1日 植木　信江
ウエキ　ノブエ

日本医科大学武蔵小杉病院 神奈川県川崎市中原区小杉町１－３９６ 消化器内科
小腸機能障害及びぼうこ
う又は直腸機能障害

36 343 令和3年2月1日 國分　茂博
コクブ　シゲヒロ

新百合ヶ丘総合病院 神奈川県川崎市麻生区古沢都古２５５ 消化器内科 肝臓機能障害
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川崎市告示第54号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師として、次のとおり指定内容を変更

します。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第55号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第

１項に規定する医師としての指定を次のとおり取消しま

す。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

川崎市告示第５４号

No. 指令 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 医療機関名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 344 令和2年7月1日 鈴木　孝昭
スズキ　タカアキ

肢体不自由 神経内科
聖マリアンナ医科大学東横病院
（神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３５）

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
（神奈川県横浜市旭区矢指町1197-1）

2 345 令和2年8月3日 滝口　修平
タキグチ　シュウヘイ

聴覚・平衡および音
声・言語・そしゃく機
能障害

耳鼻咽喉科
中野島たきぐち耳鼻咽喉科
（神奈川県川崎市多摩区中野島３－１３－８　中野島駅前メ
ディカルヴィレッジＡ１０１）

昭和大学藤が丘病院
（神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30）

No. 指令 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 医療機関名（所在地） 旧所属名（所在地）

1 346 令和2年10月1日 赤沼　嵩史
アカヌマ　タカフミ

じん臓 腎臓内科
聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

新百合ヶ丘総合病院
（神奈川県川崎市麻生区古沢都古255）

2 347 令和2年4月1日 眞木　二葉
マキ　フタバ

肢体不自由 神経内科
新百合ヶ丘総合病院
（神奈川県川崎市麻生区古沢都古255）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1）

3 348 令和2年10月1日 中村　哲也
ナカムラ　テツヤ

ぼうこう・直腸 外科
川崎市立川崎病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１２－１）

川崎市立井田病院
（神奈川県川崎市中原区井田2-27-1）

4 349 令和2年7月1日 大熊　壮尚
オオクマ　ヒロヒサ

肢体不自由 神経内科
川崎市立多摩病院
（神奈川県川崎市多摩区宿河原１－３０－３７）

聖マリアンナ医科大学東横病院
（神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３５）

5 350 令和2年11月1日 山田　浩司
ヤマダ　コウジ

肢体不自由
整形外科・リハビ
リテーション科

中野島整形外科
（神奈川県川崎市多摩区中野島６－２６－２　Ｆ＆Ｆハイム
１Ｆ）

関東労災病院
（神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1）

No. 指令 変更年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 兼務先（所在地） 本務の医療機関名（所在地）

1 351 令和2年7月1日 正岡　智和
マサオカ　トモカズ

音声・言語又はそしゃ
く機能障害および肢体
不自由

整形外科・リハビ
リテーション科

虹ヶ丘クリニック
（神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘３－２－１）

昭和大学藤が丘病院
（神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-30）

2 352 令和2年10月1日 岩﨑　拓也
イワサキ　タクヤ

呼吸器機能障害 呼吸器内科
リスホームケアクリニック
（神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘５－７－１－２０４）

山手台クリニック
（神奈川県横浜市泉区領家３－２－４山手台IKプラザ２階）

3 353 令和2年10月8日 三上　公志
ミカミ　コウシ

聴覚又は平衡機能障害お
よび音声・言語又はそ
しゃく機能障害

耳鼻咽喉科
京浜総合病院
（神奈川県川崎市中原区新城１－２－５）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1）

4 354 令和2年12月1日 堀内　淳郎
ホリウチ　アツロウ

呼吸器機能障害 内科
こうかんクリニック
（神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－３）

日本鋼管病院
（神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－１）

5 355 令和2年11月10日 野本　朋宏
ノモト　トモヒロ

肝臓機能障害 内科
協同ふじさきクリニック
（神奈川県川崎市川崎区藤崎４－２１－２）

川崎協同病院
（神奈川県川崎市川崎区桜本２－１－５）

6 356 令和2年8月19日 坪田　雅仁
ツボタ　マサヒト

聴覚又は平衡機能障害お
よび音声・言語又はそ
しゃく機能障害

耳鼻咽喉科
川崎市北部地域療育センター診療所
（神奈川県川崎市麻生区片平５－２６－１）

帝京大学医学部附属溝口病院
（神奈川県川崎市高津区二子５－１－１）

7 357 令和2年11月1日 丸井　祐二
マルイ　ユウジ

じん臓機能障害 腎泌尿器外科
渡辺クリニック
（神奈川県川崎市麻生区上麻生７－２２－１１）

聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1）

8 358 令和2年12月1日 栗原　毅
クリハラ　ツヨシ ぼうこう又は直腸機

能障害
泌尿器科

渡辺クリニック
（神奈川県川崎市麻生区上麻生７－２２－１１）

川崎市立多摩病院
（神奈川県川崎市多摩区宿河原１－３０－３７）

9 359 令和2年11月1日 星岡
ホシオカ

　賢英
ヨシヒデ

肝臓機能障害 内科・消化器内科
第二川崎幸クリニック
（神奈川県川崎市幸区都町３９－１）

ほしおか内科・消化器内科クリニック
（神奈川県川崎市中原区井田三舞町３－５）

No. 指令 変更年月日 氏名 担当する障害区分 変更内容 変更後 変更前

1 360 令和2年7月1日 山本　英世
ヤマモト　エイセイ 心臓機能障害および

呼吸器機能障害
医療機関住所変更

はなまるクリニック
(神奈川県川崎市中原区小杉町２－３１３ポン・ルテェール小
杉1F)

はなまるクリニック
(神奈川県川崎市中原区小杉町１－３６５－１平成管理ビル
３階)

2 361 令和2年7月1日 三浦　克洋
ミウラ　カツヒロ

ぼうこう又は直腸機能
障害および小腸機能障
害

医療機関住所変更
はなまるクリニック
(神奈川県川崎市中原区小杉町２－３１３ポン・ルテェール小
杉1F)

はなまるクリニック
(神奈川県川崎市中原区小杉町１－３６５－１平成管理ビル
３階)

3 362 令和2年4月1日 奥瀬　千晃
オクセ　チアキ 小腸機能障害および

肝臓機能障害
所属医療機関にお
ける部署変更

総合診療内科 消化器肝臓内科

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として、次のとおり指定内容を変更します。

２．川崎市内の異動

３．指定医の兼務

４．内容変更

令和3年2月2日

川崎市長　　福田　紀彦

１．県内の他都市から川崎市への異動
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川崎市告示第５５号

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師としての指定を次のとおり取消します。

No. 指令 取消年月日 氏名 担当する障害区分 診療科目 元の医療機関名（所在地） 取消事由

1 363 令和2年7月1日 染矢　剛 肝臓機能障害 内科
こうかん会日本鋼管病院
（神奈川県川崎市川崎区鋼管通１－２－１）

県内市外への異動

2 364 令和2年3月31日 大谷　真理子 呼吸器機能障害 呼吸器内科
聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

医療機関退職

3 365 令和2年3月31日 小林　敦 肢体不自由 脳神経外科
聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

医療機関退職

4 366 令和2年3月31日 平本　準 肢体不自由 脳神経外科
聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

県外への異動

5 367 令和2年9月30日 佐瀬　泰玄 肢体不自由 脳神経外科
聖マリアンナ医科大学病院
（神奈川県川崎市宮前区菅生２－１６－１）

県外への異動

6 368 令和2年9月30日 南雲　正士 心臓機能障害 心臓血管外科
川崎市立川崎病院
（神奈川県川崎市川崎区新川通１２－１）

県外への異動

7 369 令和2年9月30日 永山　嘉恭 じん臓機能障害 内科
帝京大学医学部附属溝口病院
（神奈川県川崎市高津区二子５－１－１）

県内市外への異動

8 370 令和2年3月31日 河井　卓也 肢体不自由 整形外科
関東労災病院
（神奈川県川崎市中原区木月住吉町１－１）

県内市外への異動

令和3年2月2日

　　　　川崎市長　　福田　紀彦

川崎市告示第56号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表に掲

げる医師が同表に掲げる場所等で当該業務を行うので、

予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）第４条第１

項の規定に基づき告示します。

　　令和３年２月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

滝口　修平 中野島たきぐち

耳鼻咽喉科

川崎市多摩区中野島３－13－８

中野島駅前メディカル

ヴィレッジ　Ａ101

　　　───────────────────

川崎市告示第57号

　川崎市長が予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条、

第６条の規定により行う予防接種については、次表のと

おり予防接種個別協力医療機関医師に関する事項の変更

が承諾されましたので、予防接種法施行令（昭和23年政

令第197号）第４条第２項の規定に基づき告示します。

　　令和３年２月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

医　師　名
予防接種を行う主たる場所

病院・医院名 所在地

変更前

亀谷雄一郎 野川クリニック

川崎市宮前区野川3021

変更後
川崎市宮前区野川台

１－21－15

　　　───────────────────

川崎市告示第58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２月４日から令和３年２月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年２月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
中 野 島

第119号線

川崎市多摩区中野島

２丁目265番１先
2.73 9.46

川崎市多摩区中野島

２丁目267番１先

新
中 野 島

第119号線

川崎市多摩区中野島

２丁目265番１先
3.36 9.46

川崎市多摩区中野島

２丁目267番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第59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２月４日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年２月４日から令和３年２月22日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年２月４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

中 野 島

第11 9号線

川崎市多摩区中野島２丁目265番１先

川崎市多摩区中野島２丁目267番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第60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２月４日から令和３年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年２月４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 川崎府中

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3959番８先
20.00 16.94

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3949番13先

新 川崎府中

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3959番８先
20.00 16.94 隅きり部

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3949番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第61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２月４日から令和３年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年２月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

旧･新

別
路 線 名 区　　　　間

敷地の

幅　員

（ｍ）

延　長

（ｍ）

備考

旧
菅 馬 場

第29号線

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3951番１先
7.91

～

10.50

48.10
隅きり部

を含む川崎市多摩区菅馬場

１丁目3949番１先

新
菅 馬 場

第29号線

川崎市多摩区菅馬場

１丁目3951番１先
7.97

～

10.66

46.51
川崎市麻生区菅馬場

１丁目3949番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第62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２月４日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年２月４日から令和３年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年２月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　県道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

川 崎 府 中
川崎市多摩区菅馬場１丁目3959番８先

隅きり部
川崎市多摩区菅馬場１丁目3949番12先

　　　───────────────────

川崎市告示第63号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和３年２月４日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和３年２月４日から令和３年２月19日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和３年２月４日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類　市道

路 線 名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅 馬 場

第 2 9 号 線

川崎市多摩区菅馬場１丁目3951番１先

川崎市多摩区菅馬場１丁目3949番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第64号

　令和３年第１回川崎市議会定例会を次のとおり招集し

ます。

　　令和３年２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　日　　時　令和３年２月15日（月曜日）　午前10時

２ 　場　　所　川崎市役所内市議会議場

　　　───────────────────

川崎市告示第65号

　川崎市港湾施設条例（昭和22年川崎市条例第33号）第

２条第２項の規定により、港湾施設の名称、位置、規模

等（昭和40年川崎市告示第35号）の一部を次のように改

正し、令和３年２月15日から適用する。

　　令和３年２月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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　別表17事務所の表中

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナ
管理棟事務所

川崎区東扇島
92番地

鉄筋コンクリート
造陸屋根五階建

3,524

 」

を

「

名称 位置 構造 面積

川崎コンテナ
管理棟事務所

川崎区東扇島
92番地

鉄筋コンクリート
造陸屋根五階建

3,445

 」

に改める。

　別表19港湾厚生施設の表中

「

名称
利用

区分
位置 構造

面積

平方メートル

川崎コンテナ

マリンハウス

一般

利用

川崎区

東扇島

92番地

鉄骨造

平屋建

延床面積

66

川崎コンテナ

作業員休憩所

一般

利用
〃

鉄筋コン

クリート

造陸屋根

５階建

床面積

384

東扇島８号

岸壁

作業員休憩所

一般

利用

川崎区

東扇島

38番地

３

鉄骨造

平屋建

敷地

面積

545

延床

面積

55

 」

を

「

名称
利用

区分
位置 構造

面積

平方メートル

川崎コンテナ

マリンハウス

一般

利用

川崎区

東扇島

92番地

鉄骨造

平屋建

延床面積

66

川崎コンテナ

作業員休憩所

一般

利用
〃

鉄筋コン

クリート

造陸屋根

５階建

床面積

464

東扇島８号岸

壁作業員休憩

所

一般

利用

川崎区

東扇島

38番地

３

鉄骨造

平屋建

敷地

面積

545

延床

面積

55

 」

に改める。

　　　───────────────────

川崎市告示第66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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　　5,000円

　　　自動二輪車　　　 　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４ 　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第67号

　　　指定障害児相談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24条の32第２

項の規定により、指定障害児相談支援の事業の廃止の届

出がありましたので、同法第24条の37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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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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 廃止の年月日 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
障害児相談支援 令和２年12月31日 1475300016

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

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PROGRESS 相談支援事業所ステラプレナ
川崎市高津区溝口２丁目13番

８号　第７マルティビル２階
計画相談支援 令和３年２月１日 1435301088

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

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　クラ・ゼミ アクセスジョブ川崎
川崎市川崎区小川町７－４

アービラ川崎303号室
就労移行支援 令和３年２月１日 1415001468

株式会社恵
グループホーム

ふわふわ川崎高津
川崎市高津区久末1569番地１ 共同生活援助 令和３年２月１日 1425301098

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

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PROGRESS 相談支援事業所ステラプレナ
川崎市高津区溝口２丁目13番

８号　第７マルティビル２階

障害児

相談支援
令和３年２月１日 1475600453

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

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PROGRESS ステラプレナ
川崎市高津区溝口２丁目13番８号

第７マルティビル２階
児童発達支援 令和３年２月１日 1455300465

株式会社PROGRESS ステラプレナ
川崎市高津区溝口２丁目13番８号

第７マルティビル２階
放課後等デイサービス 令和３年２月１日 1455300465

川崎市告示第68号

　　　指定特定相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第

１号の規定により、指定特定相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第51条の30の規定に基づき別表のと

おり告示します。

　　令和３年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第69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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第70号

　　　指定障害児相談支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の28第１

項の規定により、指定障害児相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第24条の37第１項の規定に基づき別

表のとおり告示します。

　　令和３年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市告示第71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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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川崎市告示第72号

　　　川崎市環境基本計画の公表について

　川崎市環境基本条例（平成３年川崎市条例第28号）第

９条第２項及び第３項の規定に基づき、川崎市環境基本

計画を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　　

公 告

川崎市公告第189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２月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　　 令和３年度かわさき市政だより一部編集・デザイン

業務委託

２ 　委託内容

　 　市政だより令和３年４月21日号及び令和３年５月号

～４月号の紙面の編集、デザイン、写真撮影等の業務

及び助言、提案業務等

３ 　履行期限

　　令和３年４月１日～令和４年３月31日

４ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（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・種目「99その他業務　

０９印刷物のデザイン」に登載されていること。

　⑷ 　制作実績について、次のいずれかの要件を満たす

こと。

　　ア 　川崎市または他自治体の広報紙の制作実績を過

去３年間に１件以上有すること。

　　イ 　川崎市または他自治体で配布される地域情報誌

（紙）の制作実績を過去３年間に１件以上有する

こと。

　⑸ 　本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務

能力を有すること。

５ 　担当部署

　　総務企画局シティプロモーション推進室

６ 　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　令和３年２月１日（月）から２月５日（金）まで

　　　平日の午前９時から12時、午後１時から５時まで

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局シティプロモーション推進室

　　　※市ホームページからもダウンロード可能

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　上記４⑷に挙げる広報紙等の実績がわかるもの

　⑷ 　提出期限

　　　令和３年２月５日（金）午後５時までに持参

　　 　受付時間は平日の午前９時から12時、午後１時か

ら５時まで

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　　持参

７ 　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　令和３年２月19日（金）午後５時までに持参

　　 　受付時間は平日の午前９時から12時、午後１時か

ら５時まで

　⑵ 　提出場所

　　　上記６⑵と同じ

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　10部（Ａ４判縦横どちらでも可。

補足資料として代表作品10部（カラーコピー可）

も提出すること。）

　　イ 　提案紙面　10部（Ａ３判に印刷したもの）

　　ウ 　見積書（総額、内訳記載のこと。）

８ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月25日（木）（時間は後日連絡。）

　　　時間各社30分（うち約10分は質疑応答時間とする。）

　⑵ 　場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎11階　会議室

　⑶ 　評価項目

　　　次の項目に基づき選考する。

　　ア 　企画提案書について

　　（ア）紙面構成案

　　（イ）会社概要及び関連業務実績

　　（ウ）組織体制

　　（エ）市政だより区版に対する提案

　　（オ）その他

　　イ 　提案紙面について
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　　　　市版

　　（ア）アイデア・インパクト・デザイン・レイアウト

　　（イ）各記事の見せ方

９ 　関連情報を入手するための照会窓口

　 　総務企画局シティプロモーション推進室（住所は上

記６⑵と同じ）

　　電話番号　　　　044－200－2287

　　メールアドレス　17koho@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　　23,201,200円以下（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑸ 　提出する書類の作成及び提出に要する経費は応募

者の負担とする。

　⑹ 　提出された書類は返却しないものとする。

　⑺ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　⑻ 　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、プロポーザル評価委員

会においてあらかじめ事前評価を行い、原則上位５

社がプロポーザルによる審査・評価を受けることが

できるものとする。

　⑼ 　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190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１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度川崎市立学校等通訳・翻訳支援業務委託

　⑵ 　履行場所

　　 　川崎市立学校（小学校・中学校・高等学校・特別

支援学校）他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

　⑷ 　委託概要

　　 　川崎市立学校及び関係機関等の申請に基づいて、

日本語に不慣れな子ども及び保護者等に対して、通

訳及び翻訳により支援を行う業務です。通訳にあた

っては１回あたり概ね２時間程度、翻訳にあたって

は１回あたりＡ４版１枚程度の分量とします。

　　 　なお、本委託契約は１回あたりの単価によるもの

とします。

２ 　競争入札参加資格

　 この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たして

いなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度「業務委託有

資格業者名簿」に業種「その他業務」種目「その他」

に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でない者であること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において過去３年以内に類似

の契約実績を有すること。

３ 　一般競争参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書配付及び提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６

　　　川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　　電話　044－200－3758

　⑵ 　配付及び提出期間

　　 　令和３年２月１日（月）から令和３年２月10日

（水）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日を除

く。）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限ります。申込書、仕様書及び質問書等は、

川崎市ホームページ（教育委員会）からダウンロー

ドできます。ダウンロードができない場合には、上

記３⑵の期間に、上記３⑴の場所で配布します。

４ 　一般競争入札参加確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに令和３年２月12日（金）までに送付しま

す。

　 　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和３年２月12日（金）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月12日（金）から令和３年２月18日

（木）までの下記の時間

　　 　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）
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　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年２月22日

（月）までに、参加全社あてに、ＦＡＸまたは電子

メールにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、一般競争

入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、

入札当日に必ず持参してください。

　　イ 　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合

は、入札前に委任状を提出しなければなりませ

ん。入札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参

してください。また、代表者本人の場合は名刺を

持参してください。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行います。郵送は

認めません。

　　エ 　入札金額は、１回あたりの単価（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参

加者心得第７条の規定により無効とされた者及び

開札に立ち会わない者は除きます。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月１日（月）午前10時

　　イ 　入札場所　川崎市役所第４庁舎４階　第６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

予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市役所競争入札参加者心得」第７条に該当す

る入札は無効とします。

８ 　契約の手続き

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書の作成

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第191号

　令和３年度　事業承継・事業継続力強化支援事業に係

る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２月１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　事業承継・事業継続力強

化支援事業実施業務

　⑵ 　業務事項

　　ア 　広報物作成及び周知活動

　　イ 　事業承継・事業継続力強化支援に関する導入セ

ミナー

　　ウ 　専門家派遣

　　エ 　後継者育成講座

　　オ 　ＢＣＰ策定講座

　　カ　コーディネーターの設置

　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 　事業承継・事業継続力強化支援に関して専門的知

見を持つ人材を有する者

　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

おいて「99　その他業務」「99　その他」へ登載さ

れている者。ただし、契約締結までに登載が見込ま

れる場合はこの限りではない。
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　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 　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

　⑻ 　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

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容（重点項目）

　⑶ 　専門的知識・能力・ネットワーク（重点項目）

　⑷ 　事業実績

　⑸ 　本市の現状についての理解度

　⑹ 　事業実施体制

　⑺ 　事業費

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局産業振興部工業振興課工業振興係

　　〒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）：044－200－2326

　　ＦＡＸ：044－200－3920

　　メールアドレス：28kogyo@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２月１日（月）～２月12日（金）

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月１日（月）～２月12日（金）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）

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３月１日（月）～３月５日

（金）（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（７部）、見積書（７部）、

業務実施体制・主な事業実績（７部）、

誓約書（１部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　18,900,000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、

プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　イ 　審査結果の発表は３月中旬を予定しています。

　　ウ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第192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１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
令和２年度登戸土地区画整理事業都市計画道路登戸２号線他道路築造等（電線共同溝）

（その３）工事

履行場所 川崎市多摩区登戸2130番地先他１箇所

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　平成31・32年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」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。

　　 　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３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９月30日限り）を行う予定です。
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島－7.5ｍ岸壁補修その５ほか工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地内ほか

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

ていること。

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

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

　※ 　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。

⑼ 　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。

　　海上及び海中での被覆防食工事の完工実績。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年３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９月30日限り）を行う予定です。



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－826－

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩川マラソンコース（上流側）災害復旧工事

履行場所 川崎市高津区久地二丁目地内ほか

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

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

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

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

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

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

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

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３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６月30日限り）を行う予定です。



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－827－

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩川マラソンコース（下流側）災害復旧工事

履行場所 川崎市中原区上丸子八幡町地内ほか

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地域区分「市内」で登録されていること。

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

こと。

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

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る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「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３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６月30日限り）を行う予定です。



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－828－

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 コンテナターミナル給油所設備ほか整備工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島92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業種「土木」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 　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。

⑺ 　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。

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。

　　給油関連施設の地下埋設を伴う給油タンクの設置の完工実績。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年３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９月30日限り）を行う予定です。



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－829－

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 塩浜陸橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜４丁目１番地先

履行期限 契約の日から令和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「土木」種目「橋りょう」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。（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３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

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

します。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小台公園整備工事

履行場所 川崎市宮前区小台２丁目24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「造園」で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月16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 南武線津田山駅前空間整備（その３）工事

履行場所 川崎市高津区下作延５丁目19番地先

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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。
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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16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。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 王禅寺四ツ田特別緑地保全地区施設整備工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺地内

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

証明書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

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

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

企業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

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

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

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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　　 　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16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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内平瀬川護岸改修（その４）工事

履行場所 川崎市高津区上作延462番地先

履行期限 契約の日から令和４年３月31日まで

参 加 資 格

　本工事の入札は、混合入札により執行します。

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

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

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

を上回らなければいけません。

⑴ 　共同企業体の資格条件

　　ア 　全ての構成員に必要な条件

　　（ア）川崎市契約規則第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「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「土木」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 ）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」又は「準市内」で登

録されていること。

　　（イ ）令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時における経営事項審査の総合評定値通知

書における「土木一式」の総合評定値が1,200点以上であること。

　　（ウ）土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　　（エ）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。）。
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　　　　　 　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。

　　ウ 　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地域区分「市内」で登録されていること。

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

小企業者であること。

　　（ウ）土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　（エ）主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

　　　　※ 　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。）。

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。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、⑴イ（ウ）

については一般建設業の許可でも可とし、⑴イ（エ）について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

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３月４日17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

らせ」に定めるところによるものとします。

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。

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

川崎市公告第193号

　地域連携による事業継続計画策定促進事業に係る業務

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２月１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　 地域連携による事業継続計画策定促進

事業実施業務

　⑵ 　業務事項

　　ア 　団体の事業継続計画策定に向けた研修の開催

　　イ 　緊急時行動計画の策定及び実地の訓練の実施

　　ウ 　研修参加者へのフォローアップの実施

　　エ 　市域への波及に向けたプロモーションの企画・

運営

　⑶ 　委託期間　契約締結日～令和５年３月24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 　本業務と同種又は類似する本市及び他官庁並びに

民間のいずれかにおける実績がある者

　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名簿におい

て「99　その他業務」「99　その他」へ登載されて

いる者。ただし、契約締結（令和３年４月１日を予

定）までに登載が見込まれる場合はこの限りではな

い。

　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
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　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 　団体又はその代表者が市区町村税、法人税、消費

税及び地方消費税を滞納していない者

　⑻ 　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

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　事業目的の理解度

　⑵ 　企画提案の内容

　⑶ 　専門的知識・能力・ネットワーク

　⑷ 　事業実績

　⑸ 　本市の現状についての理解度

　⑹ 　事業実施体制

　⑺ 　事業費

４ 　担当部局

　 　 川崎市経済労働局産業振興部工業振興課ものづく

り・ＩＣＴ支援係

　　 〒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）：044－200－2324

　　ＦＡＸ：044－200－3920

　　メールアドレス：28kogyo@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２月１日（月）～２月10日（水）

　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　 令和３年２月１日（月）～２月10日

（水）（土曜日、日曜日を除く。）

　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、業務実施体制・主な

事業実績、誓約書、市区町村税に滞納

がないことの証明書（法人市民税納税

証明書等）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）

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３月３日（水）～３月５日（金）

　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（年度別）

（１部）、会社概要（７部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る方法に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　13,844,000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、

プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月中旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第194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２月１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

　　川崎市宮前区鷺沼四丁目15番10

 ほか２筆の一部　　

 5,374平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都中央区八重洲二丁目７番２号

　　近鉄不動産　株式会社

　　取締役社長首都圏事業本部長　田中　孝昭

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数：102戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　平成30年11月27日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第122号

　　平成31年４月12日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第４号（変更）

　　令和２年12月16日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第92号（変更）

　　　───────────────────
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川崎市公告第195号

　「かわさき産業振興プラン　第３期実行プログラム」

策定及びイノベーション状況調査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２月２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

　　　 「かわさき産業振興プラン　第３期実行プログラ

ム」策定及びイノベーション状況調査業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　「かわさき産業振興プラン　第３期実行プログ

ラム」の策定作業

　　イ 　イノベーション状況調査として研究開発機関等

の市内立地状況などの実態把握調査

　⑶ 　委託期間　契約締結日～令和４年３月31日（木）

２ 　提案書の提出者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　本業務（地域における産業振興計画の策定や調

査業務等）に類似する業務に関するノウハウと官

公庁における実績がある者

　　イ 　法人格を有する者

　　ウ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく

更正手続開始の申立がなされていない者又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手

続開始の申立がなされていない者

　　エ 　ＮＰＯ法人においては、特定非営利活動促進法

第２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の

運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動）に該当する活動を行う者、その他の法人にお

いては定款等により同様の事業目的が確認できる

者

　　オ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でない者

　　カ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。

　　キ 　令和３・４年度の川崎市業務委託有資格業者名

簿において、業種「20　調査・測定」種目「99　

その他調査測定」に登録がある者

　　ク 　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

　　ケ 　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

　　コ 　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 　関係データの収集及び分析方法

　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

　　川崎市経済労働局産業政策部企画課企画調整班

　　〒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）　044－200－2332

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28kikaku@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　 令和３年２月２日（火）～２月16日（火）

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月16日（火）15時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）・電子メール

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年３月15日（月）15時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（８部）、提案者概要（企

業パンフレット等）（８部）、業務実施

体制（８部）、類似事業の実績（８部）、

所要経費・概算見積書（８部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　4,242,000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
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　　ア 　選考結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案公募要

領を御参照ください。

　　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第196号

　川崎都市計画用途地域の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　川崎都市計画用途地域の変更（登戸・向ヶ丘遊園駅周

辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　 　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　多摩区役所生田出張所（多摩区栗谷３－31－10）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月16日（火）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第197号

　川崎都市計画高度地区の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　川崎都市計画高度地区の変更

　　（登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　多摩区役所生田出張所（多摩区栗谷３－31－10）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月16日（火）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第198号

　川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更案につい

て、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項

において準用する同法第17条第１項の規定により、次の

とおり公告し、この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　　 川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更（登

戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　 川崎市まちづくり局計画部都市計画課（川崎区宮本

町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）
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　　多摩区役所生田出張所（多摩区栗谷３－31－10）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月16日（火）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第199号

　川崎都市計画地区計画の変更案について、都市計画法

（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用す

る同法第17条第１項の規定により、次のとおり公告し、

この案を公衆の縦覧に供します。

　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま

でに川崎市に意見書を提出することができます。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　都市計画の種類及び名称

　 　川崎都市計画地区計画の変更（登戸・向ヶ丘遊園駅

周辺地区地区計画）

２ 　都市計画を定める土地の区域

　⑴ 　追加する部分

　　　なし

　⑵ 　削除する部分

　　　なし

　⑶ 　変更する部分

　　　川崎市　多摩区　登戸地内

３ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課

　　（川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビル５階）

　　登戸区画整理事務所（多摩区登戸2202－１）

　　多摩区役所10階市政資料コーナー

　　（多摩区登戸1775－１）

　　多摩区役所生田出張所（多摩区栗谷３－31－10）

　　川崎市立多摩図書館

　　（多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎）

４ 　縦覧期間

　 　令和３年２月２日（火）から令和３年２月16日（火）

まで

　　　───────────────────

川崎市公告第200号

　都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定

に基づき、次の公園の供用を開始します。

　　令和３年２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

公園の名称 所在地 区域
面積

（㎡）

主な公園

施設

神
しんめいちょう

明町公

園
幸区神明町２丁目２－２ 別図 676

修景施設

ほか

※　公告日をもって供用開始日とします。

（別図省略）

　　　───────────────────

川崎市公告第201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３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 日本民家園旧鈴木家住宅屋根葺き替えその他工事

履行場所 川崎市多摩区枡形７丁目１番１号

履行期限 契約の日から令和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」、「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。
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参 加 資 格

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。

　　国又は都道府県指定重要文化財建造物の茅葺屋根の葺き替え工事の完工実績。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和３年３月15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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 さいわい健康福祉プラザデイサービスセンター内部改修その他工事

履行場所 川崎市幸区戸手本町１丁目11番地５

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「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）
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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

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

します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 小川町バス停留所上屋新築工事（第２期）

履行場所 川崎市川崎区小川町20番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「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３月３日14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 幸市民館ホール舞台床改修その他工事

履行場所 川崎市幸区戸手本町１丁目11番地２

履行期限 契約の日から令和４年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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。
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参 加 資 格

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「内装」種目「内装」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　内装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「内装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

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

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

します。

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市公告第202号

　令和３年度川崎市先端科学技術副読本「川崎サイエン

スワールド」作成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２月３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年度川崎市先端科学技術副読本「川崎サイ

エンスワールド」作成業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　副読本デジタル版のデータ作成

　　イ 　掲載企業の選定、取材

　⑶ 　委託期間

　　　契約締結日～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 　令和３・４年度川崎市業務有資格業者名簿の業種

「その他」、種目「印刷企画」で登録申請している

者

　　※ 　ただし、参加意向申出書提出時に川崎市業務委

託有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類を

提出し、同等の資格を有すると認められた場合

は、落札後に登録することを前提として登録申請

している者と同等に扱います。

　⑵ 　本業務を実施する体制には、副読本の出版、教育

コンテンツの作成、企業への取材等本業務に関連す

る業務実績を有する者を含むこと

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　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

　⑸ 　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

　⑹ 　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

　⑺ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局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）　044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－841－

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和３年２月３日（水）～２月10日

（水）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月16日（火）午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績

及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和３年３月２日（火）～３月９日

（火）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・

　　　　　　　　概算見積書（各８部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　1,829,000円（消費税及び地方

消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第203号

　令和３年度研究開発型ベンチャー企業成長支援事業実

施業務委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施に

ついて、次のとおり公告します。

　　令和３年２月３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年度研究開発型ベンチャー企業

成長支援事業実施業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　支援対象者の公募及び事業の広報

　　イ 　支援対象者選定の補助

　　ウ 　セミナーの実施

　　エ 　メンターの登用

　　オ 　メンタリングの実施

　　カ　キックオフイベントの実施

　　キ 　セミナーの実施

　　ク 　サポーター機関を対象としたプレピッチイベン

トの実施

　　ケ　マッチングに向けたピッチイベント等の実施

　　コ　報告書の作成

　⑶ 　委託期間　契約締結日～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 　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。

　⑵ 　本業務を実施する体制に、主に起業前の個人を対

象とした支援プログラム等の実施実績を有する者を

含むこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　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

　⑸ 　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

　⑹ 　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

　⑺ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局イノベーション推進室
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　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電　話（直通）　044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和３年２月３日（水）から２月10日

（水）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月16日（火）　午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、事業者の概

要（１部）、過去５年程度の類似業務

の実績及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和３年３月２日（火）から３月９日

（火）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、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

８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　13,647,000円

　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第204号

　令和３年度新川崎地区ネットワーク協議会運営等業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　令和３年２月３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年度新川崎地区ネットワーク協

議会運営等業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　協議会の運営補助

　　イ 　役員会の運営補助

　　ウ 　会員企業データベースの更新・作成

　　エ 　マッチング支援など個別サポートの実施

　　オ 　新川崎地区のブランディングに資する広報の実

施

　　カ　報告書の作成

　⑶ 　委託期間　契約締結日～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 　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

　⑵ 　本業務を実施する体制には、企業や大学等を対象

とした産学連携支援業務等の実施実績を有する者を

含むこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　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

　⑸ 　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

　⑹ 　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

　⑺ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　提案内容の工夫

　⑶ 　事業実施体制

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性
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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）　044－200－2407

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28sozo@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 令和３年２月３日（水）から２月10日

（水）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月16日（火）　午後３時

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績

及び業務実施体制（１部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和３年３月２日（火）から３月９日

（火）午後３時まで

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・見積書

（各７部）

　⑷ 　提出方法　持参又は郵送（必着）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４の担当部局と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　3,458,000円

　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領をご参照ください。

　　ウ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第205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２月３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

　　川崎市麻生区下麻生二丁目950番１

 の一部　ほか２筆の一部　　

 998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

　　共同住宅

 計画戸数：12戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年12月７日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第86号

　　　───────────────────

川崎市公告第206号

　橘処理センター整備事業に係る事後調査報告書（工事

中その２）について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第34条第１項の規定に基づく事後調査報告書

の提出がありましたので、同条例第35条の規定に基づ

き、次のとおり公告します。

　　令和３年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　事後調査報告書について

１ 　事後調査実施者

　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　川崎市

　　川崎市長　福田　紀彦

２ 　指定開発行為の名称及び種類

　⑴ 　名称

　　　橘処理センター整備事業

　⑵ 　種類

　　　都市計画法第４条第12項に規定する開発行為

　　　（第３種行為）

　　　廃棄物処理施設の新設（第１種行為）

３ 　事後調査報告書（工事中その２）の要旨

　⑴ 　指定開発行為の概要

　⑵ 　条例環境影響評価書に掲げる事後調査計画の概要

　⑶ 　事後調査結果

４ 　事後調査報告書（工事中その２）の写しの縦覧期間、

場所及び時間

　⑴ 　期　間
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　　 　令和３年２月５日（金）から令和３年３月８日

（月）まで

　　　土曜日、日曜日及び祝日は除きます。

　⑵ 　場　所

　　　中原区役所、高津区役所、高津区役所橘出張所、

　　　宮前区役所及び本庁舎（環境局環境評価室）

　⑶ 　時　間

　　　午前８時30分から午後５時まで

　　 　ただし、高津区役所及び宮前区役所では、第２・

第４土曜日の午前８時30分から午後０時30分も縦覧

を行います。

　　　───────────────────

川崎市公告第207号

　令和３年度ウェルフェアイノベーション推進実施業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　令和３年２月５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年度ウェルフェアイノベーショ

ン推進実施業務委託

　⑵ 　　業務事項

　　ア 　プロジェクトの実施

　　イ 　ＩＣＴ等の最新技術を活用したビジネス創出セ

ミナーの開催

　　ウ 　「生活支援機器・施設内支援機器モニター制

度」の運営支援

　　エ 　第３期推進計画の策定

　　オ 　ウェルフェアイノベーションフォーラムの開催

支援

　　カ　広報業務

　⑶ 　委託期間　契約締結日～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者

　⑵ 　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

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷ 　川崎市業務委託有資格名簿の当該契約に対応する

として定めた業種を「その他業務」、種目を「その

他」に申請している者

　⑸ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生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 　産業分野及び福祉分野にネットワークや知見を持

つとともに、事業推進のため企画、運営、管理、監

督ができる体制を整えられる者

３ 　提案者を特定するための審査基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局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）　044－200－2513

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス　28innova@city.kawasaki.jp

５ 　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２月５日（金）～２月15日

　　　　　　　　（月）（土日祝日を除く。）

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和３年２月５日（金）～２月15日

（月）※午後４時【必着】

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 郵送（書留郵便等の配達記録が残る場

合に限る。）

７ 　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴ 　受付期間　 令和３年２月22日（月）～３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　 企画提案書、企業概要、類義業務の実

績、所要経費・概算見積書（各10部）

定款等応募する企業の事業内容がわか

るもの、直近の決算書（各１部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　9,693,970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、
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プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　イ 　審査結果の発表は３月23日（火）を予定してい

ます。

　　ウ 　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第208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５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 幸区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市幸区大宮町地内他４箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和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。

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９日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎交通広場道路維持（清掃）委託

履行場所 川崎市幸区新川崎４番地先

履行期限 令和３年４月１日から令和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「屋外清掃」、種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月９日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年９月30日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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。

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９日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵小杉駅周辺道路維持（人力清掃）委託

履行場所 川崎市中原区小杉町１丁目492番地先他１箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和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。

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９日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 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 令和３年度登戸土地区画整理事業土地境界測量委託

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」、種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月９日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、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 市道浮島町線路線測量委託

履行場所 川崎市川崎区浮島町地内

履行期限 令和３年４月１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「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

⑹ 　平成22年４月１日以降に、国または地方公共団体が発注した道路事業による路線測量業務の履

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９日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 令和３年度　都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線（小杉御殿工区）建物調査等委託その１

履行場所 川崎市中原区小杉御殿町１丁目地内

履行期限 令和３年４月１日から150日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

⑹ 　土地収用法第47条の３に定める明渡裁決の申立てを行う前提で、移転補償金算定業務において、

建物の外観調査のみで物件補償金を見積もった実績を有すること。

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
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入札日時等 令和３年３月９日14時30分　（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 五反田川放水路放流部家屋事後調査業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸新町地内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「補償コンサルタント」種目「事業損失

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３月９日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 一般国道409号（小杉工区）電線共同溝詳細設計委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目地内

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「道路部門」

で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たす者を配置できること。

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

有する者であること。

　イ 　照査技術者は、技術士（建設部門：道路）又はＲＣＣＭの「道路」部門のいずれかの資格を

有する者であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097
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入札日時等 令和３年３月９日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その１）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月15日16時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その２）

履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月12日16時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その３）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月９日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。
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（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その４）

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月12日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 川崎市競争入札参加者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14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その５）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月10日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 川崎市競争入札参加者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 土地境界確定等測量委託（その６）

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月15日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 土地境界確定等測量委託（その７）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月11日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 川崎市競争入札参加者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 土地境界確定等測量委託（その８）

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月11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18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その９）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月10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19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その10）

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月12日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・ 当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 土地境界確定等測量委託（その11）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月15日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 川崎市競争入札参加者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21）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その12）

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月10日16時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

要します。

（案件22）

競争入札に

付する事項

件　　 名 土地境界確定等測量委託（その13）

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月29日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

⑹ 　本委託業務を行うにあたり、測量班を２班（１班あたり技術者として測量士２名（うち１名は

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

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

を兼任することはできない。

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

な雇用関係（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月９日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 川崎市競争入札参加者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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川崎市公告第209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８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

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区画道路８－２号線道路築造工事

履行場所 川崎市多摩区登戸2159番地先他

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

こと。

⑹ 　「官公需について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番地）

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 都市基盤河川維持（多摩）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

します。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 都市基盤河川維持（宮前）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 令和３年度登戸土地区画整理事業管理用地等維持等工事

履行場所 川崎市多摩区登戸土地区画整理事業地内

履行期限 契約の日から令和３年12月28日まで

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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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 　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 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 調整池維持（麻生）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 河川・水路維持（幸）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「土木」ランク「Ｃ」又は「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24日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 河川維持（中原）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。
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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25日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 河川維持（宮前）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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25日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 河川維持（多摩）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４年３月31日まで
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　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「土木」ランク「Ｃ」で登録されてい

ること。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　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25日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

します。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 河川維持（麻生）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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25日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要
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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

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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中丸子公園第３期整備工事

履行場所 川崎市中原区中丸子719－１

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月25日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 （仮称）富士見公園子供広場北側予定地整備工事

履行場所 川崎市川崎区富士見２丁目３番地内

履行期限 契約の日から令和３年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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

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

書により建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

⑸ 　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。

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

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。
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参 加 資 格

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年２月25日13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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。

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

川崎市公告第210号

　令和３年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食業務

委託における受託事業者の募集について

　　令和３年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　趣　　旨

　 　調理事業者が、自社の施設で調理した弁当を学校に

配送し、川崎市立高等学校定時制課程で学ぶ生徒に、

安全で栄養バランスに配慮した給食を提供します。

２ 　申込方法

　 　「令和３年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食

業務委託における入札説明書」「競争入札参加申込書」

等の書類を配布します。各書類を御覧の上で、必要事

項を記入し、提出期限内にお申込みください。

３ 　対　象　校

　　川崎高等学校　　　　　（川崎区中島３－３－１）

　　川崎総合科学高等学校　（幸区小向仲野町５－１）

　　橘高等学校　　　　　　（中原区中丸子562）

　　高津高等学校　　　　　（高津区久本３－11－１）

　※参考　令和２年度見込み

　　　　　　　　４校合計年間延食数　およそ11,340食

　　　　　　　　実施予定日数　　　　　およそ135日

４ 　実施（契約）期間

　 　令和３年４月１日～令和４年３月31日（１年間）

５ 　入札説明書等の配付及び競争入札参加申込書の提出

期間

　 　令和３年２月９日（火）～令和３年２月16日（火）

　　９時00分～ 12時00分及び13時00分～ 17時00分

　　※ただし、本市閉庁日を除く。

６ 　配布場所及び提出（問合せ）先

　　教育委員会事務局健康給食推進室〔学校給食〕

　　住所　川崎市川崎区宮本町６

　　　　　明治安田生命ビル10階

　　電話　044－200－3299（直通）

７ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第211号

　令和３年度かわさきグリーンイノベーションクラスタ

ー運営支援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２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案に関する事項

　⑴ 　件　　名　 令和３年度かわさきグリーンイノベー

ションクラスター運営支援業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　新規案件開拓と個別案件支援

　　イ 　かわさきグリーンイノベーションクラスターネ

ットワークの活性化促進

　　ウ 　新規会員開拓及び会員企業支援

　　エ 　かわさきグリーンイノベーションクラスター懇

談会開催　ほか

　　　＊ 業務の詳細については、別紙仕様書を参照して

ください。

　⑶ 　委託期間　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

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること。

　　ア 　企業の案件形成やビジネスマッチング支援に関

するノウハウと実績がある者

　　イ 　セミナー等の企画・運営に関するノウハウと実

績がある者

　　ウ 　法人格を有する者
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　　エ 　ＮＰＯ法人においては、特定非営利活動促進法

第２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の

運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動）に該当する活動を行う者、その他の法人にお

いては定款等により同様の事業目的が確認できる

者

　　オ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止

期間中でない者。また、川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこ

と。

　　カ 　参加意向申出書受付期限（令和３年２月16日）

において、令和３年度、令和４年度川崎市業務委

託有資格者名簿に、業種を「20調査・測定」、種

目を「99その他の調査・測定」で登録されている

こと

　　キ 　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

　　ク 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第

５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営

支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有する

ことのない者

　　ケ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条

例第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反

しない者

　　コ 　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。

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局国際経済推進室

　　〒210－0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２

　　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）　044－200－2335

　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　メールアドレス：28ecotech@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配布期間　 令和３年２月９日（火）～２月16日

（火）正午（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月16日（火）正午必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）・電子メール

７ 　企画提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年３月10日（水）正午必着

　⑵ 　受付場所　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　 企画提案書（７部）、業務実績（７部）、

所要経費・概算見積書（１部・写し６

部）、団体概要（定款・パンフレット

等応募する団体又は企業の事業内容が

わかるもの）（７部）、直近の決算書（１

部）

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る。）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ。

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額　9,999,126円

　　　（消費税及び地方消費税を含む。）

　⑵ 　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　 　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の発表は３月17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

領を御参照ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第212号

　　　入　　札　　公　　告

　多摩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　多摩市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所　 多摩市民館（川崎市多摩区登戸1775－

１）

　⑶ 　履行期限　 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
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　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　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99「その他維持管理」

　　ウ 　業種99「その他業務」

　　　　種目07「一般事務」

　⑸ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　　 　なお、本委託業務は、川崎市公共施設利用予約シ

ステム「ふれあいネット」の登録・予約管理業務を

含みます。

　⑹ 　平成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

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒214－8570　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（多摩市民館）

　　　電話：044－935－3333

　　　E-Mail：（88tamasi@city.kawasaki.jp）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　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（持参以外は無効とします）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑹に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書は、３⑴の場所及

び川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」で閲覧することができます。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　３により競争参加申込書を提出した者に入札説明

書を交付します。また、３⑴の場所において、３⑵

の期間で縦覧に供します。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除きます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込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 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、持参、電子メール又

はＦＡＸにより受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出方法

　　ア 　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　電子メールの場合の提出先

　　　　88tamasi@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044－935－3398

　⑵ 　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（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　質問回答

　　 　質問に対する回答は３⑴の場所において、令和３

年２月26日（金）の午後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。）へ電子

メールで送付します。なお、電子メールの登録を行

っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当したときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札手続等
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　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札金額は総価を記載してください。入札に際

しては、契約希望金額から消費税及び地方消費税

に相当する金額を除いた金額を入札書に記載して

ください。消費税額及び地方消費税額は代金支払

の際に加算しますので、入札書に記載する総額に

は含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書により行います。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（持参以外は無効とします）。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月４日（木）　午後２時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　　多摩市民館第５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

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、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

　　 　契約金額の10パーセントを納付しなければなりま

せん。ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当す

る場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧する

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

jp/233300/index.html）

10 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

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

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

　　　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213号

　　　入　　札　　公　　告

　多摩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　多摩市民館舞台運営管理業務委託

　⑵ 　　履行場所　 多摩市民館（川崎市多摩区登戸1775

－１）

　⑶ 　　履行期限　 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・種目に全て登載され

ていること。

　　ア 　業種　99「その他業務」　種目01「イベント」

　　イ 　業種　99「その他業務」　種目99「その他」

　⑷ 　本委託業務の遂行について、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　⑸ 　平成30年４月１日以降に本市又は他官公庁の公共

ホール（700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、発注者と直接契約を締

結した、元請としての契約実績に限る。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－869－

　　　〒214－8570　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（多摩市民館）

　　　電　話：044－935－3333

　　　E-Mail：（88tamasi@city.kawasaki.jp）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　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（持参以外は無効とします）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書は、３⑴の場所及

び川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」で閲覧することができます。

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　３により競争参加申込書を提出した者に入札説明

書を交付します。また、３⑴の場所において、３⑵

の期間で縦覧に供します。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除きます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込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 　仕様書に関する問い合わせ

　 　仕様書の内容に関する質問は、持参、電子メール又

はＦＡＸにより受け付けます。

　⑴ 　質問書の提出方法

　　ア 　持参の場合の受付場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　電子メールの場合の提出先

　　　　88tamasi@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸの場合の提出先

　　　　044－935－3398

　⑵ 　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（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶ 　質問回答

　　 　質問に対する回答は３⑴の場所において、令和３

年２月26日（金）の午後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。）へ電子

メールで送付します。なお、電子メールの登録を行

っていない場合は、ＦＡＸで送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当したときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等について虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札金額は、３か年にわたる全期間の契約金額

の総価を記載してください。入札に際しては、契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税額は代金支払の際に加算

しますので、入札書に記載する総額には含まない

ものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書により行います。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（持参以外は無効とします）。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　 　令和３年３月４日（木）　午前10時30分

　　イ 　場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775－１

　　　　多摩市民館第６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

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、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

　　 　契約金額の10パーセントを納付しなければなりま
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せん。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 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧する

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

jp/233300/index.html）

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第214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年度川崎市教職員健康診断業務委託

　　　（施設②）

　⑵ 　履行場所

　　　受託者の健診施設

　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 　業務概要

　　　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

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格者名簿に業種「医療関連業務」、種目「そ

の他医療関連」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において類似の契約履行実績

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

　　明治安田生命ビル２Ｆ

　　教育委員会事務局職員部給与厚生課

　　担当　山口・青山

　　　電話　044－200－3283

　　ＦＡＸ　044－200－2869

　　E-mail　88kyuko@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問合せ先

　 　この入札に参加する者は、次により一般競争入札参

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17日

（水）までの下記の時間

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分

（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　配布・提出場所及び問合せ先については上記３と

同じになります。

　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

　　　持参に限ります。

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者名簿へ登載した際

に電子メールのアドレスを搭載している場合は、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 　交付場所及び問合せ先

　　　上記３に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月19日（金）

　　 　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

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争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15分まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間

は午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時

15分まで。）縦覧に供します。

６ 　仕様書及び入札に関する問合せ
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　⑴ 　問合せ先

　　　上記３に同じ。

　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２月22日（月）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、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。

　　 　ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送付

した旨を担当まで御連絡ください。（土・日曜日及

び祝日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月24日（水）に、

全社あてに電子メールにて送付します。なお、なお、

電子メールアドレスの登録を行っていない場合は、

ＦＡＸで送付します。

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・入札額積算見積表の提出方法

　　　　持参してください。

　　イ 　入札・開札の日時

　　　　令和３年２月26日（金）午後２時30分

　　ウ 　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

４Ｆ　第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書・入札額積算見積表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・入札額積算見積表に記載する金額に

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・入札額積算見積表をもっ

て単価契約で行います。

　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、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 　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。

　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

　　 　契約金額の10％とします。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 　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、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

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

html）

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

は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 　公告に関する問合せ先は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第215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年度川崎市教職員健康診断業務委託（施設①）

　⑵ 　履行場所

　　　 受託者の健診施設及び川崎市教育委員会が指定す

る施設

　⑶ 　履行期間
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　　　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

　　　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

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格者名簿に業種「医療関連業務」、種目「そ

の他医療関連」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において類似の契約履行実績

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

　　明治安田生命ビル２Ｆ

　　教育委員会事務局職員部給与厚生課

　　担当　山口・青山

　　電　話　044－200－3283

　　ＦＡＸ　044－200－2869

　　E-mail　88kyuko@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問合せ先

　 　この入札に参加する者は、次により一般競争入札参

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17日

（水）までの下記の時間

　　 　午前８時30分～正午及び午後１時～午後５時15分

（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　配布・提出場所及び問合せ先については上記３と

同じになります。

　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

　　　持参に限ります。

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者名簿へ登載した際

に電子メールのアドレスを搭載している場合は、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 　交付場所及び問合せ先

　　　上記３に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月19日（金）

　　 　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

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争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15分まで（土曜日・日曜日を除く。受付時間

は午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時

15分まで。）縦覧に供します。

６ 　仕様書及び入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３に同じ。

　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２月22日（月）午後５時15分まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、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。

　　 　ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送付

した旨を担当まで御連絡ください。（土・日曜日及

び祝日を除く、午前８時30分から正午まで及び午後

１時から午後５時15分まで）

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月24日（水）に、

全社あてに電子メールにて送付します。なお、なお、

電子メールアドレスの登録を行っていない場合は、

ＦＡＸで送付します。

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・入札額積算見積表の提出方法

　　　　持参してください。

　　イ 　入札・開札の日時

　　　　令和３年２月26日（金）午後２時00分

　　ウ 　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
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４Ｆ　第２会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書・入札額積算見積表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・入札額積算見積表に記載する金額に

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・入札額積算見積表をもっ

て単価契約で行います。

　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、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 　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。

　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

　　 　契約金額の10％とします。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 　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、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

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

html）

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

は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 　公告に関する問合せ先は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第216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年度川崎市教育委員会巡回産業医業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市教育委員会が指定する川崎市立学校及び給

与厚生課健康推進室

　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 　業務概要

　　　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

て満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格者名簿に業種「医療関連業務」、種目「そ

の他医療関連」に登載されていること。

　⑷ 　本市又は他の官公庁において類似の契約実績を有

すること。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒210－0004　川崎市川崎区砂子１－７－４

　　砂子平沼ビル８Ｆ

　　教育委員会事務局職員部給与厚生課（健康推進室）

　　担当　中原

　　電話　044－200－3295

　　ＦＡＸ　044－200－3777

　　E-mail　88health@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書提出及び問合せ先

　 　この入札に参加する者は、次により一般競争入札参

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17日

（水）までの下記の時間

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時

まで（土・日曜日及び祝日を除く）

　⑵ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　 　配布・提出場所及び問合せ先については上記３と
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同じになります。

　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

　　　持参に限ります。

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者名簿へ登載した際

に電子メールのアドレスを搭載している場合は、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 　交付場所及び問合せ先

　　　上記３に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月19日（金）

　　 　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争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

８時30分から正午及び午後１時から午後５時まで。）

縦覧に供します。

６ 　仕様書及び入札に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３に同じ。

　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２月22日（月）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、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。

　　 　ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送付

した旨を担当まで御連絡ください。（土・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

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月24日（水）に、

全社あてに電子メールにて送付します。なお、電子

メールアドレスの登録を行っていない場合は、ＦＡ

Ｘで送付します。

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・入札額積算見積表の提出方法

　　　　持参してください。

　　イ 　入札・開札の日時

　　　　令和３年２月26日（金）午前11時00分

　　ウ 　入札・開札の場所

　　　　川崎市川崎区砂子１－７－４　砂子平沼ビル８Ｆ

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書・入札額積算見積表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・入札額積算見積表に記載する金額に

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・入札額積算見積表をもっ

て行います。

　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、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 　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。

　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

　　　免除とします。

　⑵ 　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
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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）

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に

は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 　公告に関する問合せ先は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第217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 　入札件名

　　　 高速液体クロマトグラフ質量分析計、四重極／飛

行時間型質量分析装置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１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

メーカーの機器について保守点検業務委託契約の実

績があること。

３ 　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２月10日から令和３年２月15日までの午

前８時30分から午後５時までとします（土曜日、日

曜日及び祝日を除きます。）。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16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17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17日から令和３年２月18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
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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19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24日　午前10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、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、川崎市契約規則第32条の定め

るところにより、契約金額の10％を納入しなけれ

ばなりません。

　⑵ 　前払金の要否

　　　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218号

　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２月10日
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　保育所等関係書類集配業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 こども未来局子育て推進部保育対策課ほか指定す

る保育所等

　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 　委託内容

　　　 市内保育所等への各種帳票・チラシ類等の文書集

配業務

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「倉庫・運送業務」種

目「運送業務」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 　特定信書便事業の許可（本市区域内）を有し、過

去３年間に本市又は他自治体での類似の実績がある

こと。

３ 　仕様書等の配布・閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　ア 　窓口での閲覧

　　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　川崎市役所第３庁舎　14階

　　　　こども未来局子育て推進部保育対策課

　　　　担当　一木

　　　　電話：044－200－3727

　　イ 　インターネットでの閲覧

　　　 　川崎市ホームページ「入札情報」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）の委託の

欄の「財政局入札公表」から閲覧及びダウンロー

ドすることが可能です。

　⑵ 　閲覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

４ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類（契約書の

写し等）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎　14階

　　　こども未来局子育て推進部保育対策課

　　　担当　一木

　　　電話：044－200－3727

　　　E-mail：45taisak@city.kawasaki.jp

　　　 （ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行

う場合は、メールの着信の確認を電話にて行って

ください。）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで（土、日及び祝日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後４時まで）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争参加申込書

　　　 　川崎市ホームページ「入札情報」（http://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）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。

　　　 　ダウンロード出来ない場合は、４⑴の場所で４

⑵の期間に配布します。）

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加確認通知書の交付及び入札説明書

等の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、本市による提出

物・資格等の審査の上、次により競争参加資格確認通

知書及び入札説明書を交付します。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、電子メールで一

般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書を送付

します。

　⑴ 　場所

　　　４⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和３年２月19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

　　 　また、入札説明書等は４⑴の場所において４⑵の

期間縦覧に供します（土・日及び祝日を除く午前９

時から正午まで及び午後１時から午後４時まで）。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年２月22日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か
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ら午後４時まで）

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を使用し、４⑴のメー

ルアドレスあて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４⑴の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格

があると認められたすべての者に対し、令和３年２

月24日（水）までに電子メールにて送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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 　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を

したとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額

　　ア 　入札は、上記１⑴の契約金総額で行います。

　　イ 　落札決定にあたっては、「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、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してください。

　　ウ 　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。

　　エ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　⑵ 　入札・開札の場所及び日時

　　ア 　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 　日時　令和３年２月26日（金）午前９時30分

　　　　　　　 なお、郵送による入札書の提出は認めま

せん。

　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」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

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　入札後速やかに契約書を作成することを要します。

　　 　また、この委託契約に関する詳細なスケジュール

及び必要となる様式について、川崎市の指示に基づ

き速やかに提出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」（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。

　⑷ 　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。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　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 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑷ 　その他問い合わせ窓口は上記４⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第219号

　　　入　　札　　公　　告

　多摩区総合庁舎案内・守衛・駐輪場等整理誘導業務委

託に係る一般競争入札について次のとおり公告いたしま

す。

　　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　 多摩区総合庁舎案内・守衛・駐輪場等

整理誘導業務委託

　⑵ 　履行場所　多摩区総合庁舎
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　　　　　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要　庁舎案内等業務

　　　　　　　（10階市政資料コーナー案内業務を含む）

　　　　　　　　庁中取締り（守衛）業務

　　　　　　　　駐輪場（屋外駐車場）整理誘導業務

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。

　⑸ 　過去２年間に本市又は他官公庁において、庁舎案

内・守衛・駐輪場等整理誘導業務の契約実績を有す

ること。

３ 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記⑸を確認できる書類を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出、閲覧場所及び問い合わせ先

　　　多摩区役所　〒214－8570

　　　川崎市多摩区登戸1775番地１ 　10階

　　　多摩区役所まちづくり推進部総務課

　　　電話　044－935－3123

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

kawasaki.jp/233300/）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配布・提出、閲覧期

間」の期間に、「３⑴配布・提出、閲覧場所」で

配布します。）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）９時00分から17時00分まで（土曜日、日曜日、

祝日及び12時00分から13時00分は除く）

　⑶ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします。）

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。また、競争

参加資格があると認めた者には、入札説明書及び仕様

書等を交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月19日（金）９時00分から

16時00分まで（12時00分から13時00分

は除く）

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　上記３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間　 令和３年２月19日（金）から令和

３年２月24日（水）17時00分まで

　⑶ 　質問書の様式　 入札説明書に添付の「質問書」の

様式を使用

　⑷ 　質問受付方法　電子メール又はＦＡＸに限る。

　　　電子メール　71soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－935－3391

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月１日（月）、全社に文書（電子メー

ル又はＦＡＸ）で送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年３月８日（月）10時

00分

　⑶ 　入札・開札の場所　多摩区総合庁舎６階

　　　　　　　　　　　　防災センター事務局室

　　　　　　　　　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で最低制限価

格以上の価格をもって有効な

入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った

者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額　 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



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－880－

い。

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得は３⑴の場

所で閲覧できるほかインター

ネットにおいて川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」

のページで閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　当該契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基

準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくこ

とが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違

反した場合は受注者の責任となり、場合によっては

契約解除となる可能性もありますので、入札に臨ま

れる際には十分にご注意ください。

　　 　詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホーム

ページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条例、

川崎市契約規則及び「特定工事請負契約及び特定業

務委託契約の手引き」を御確認ください。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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220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　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学受付・案内、警備、駐車場等管理業務

履行場所 川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護短期大学

履行期限 令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　入札期日において、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 　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」のいずれにも登録されている者。

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

業者であること。

⑹ 　平成29年４月１日以降に本学施設（敷地面積12,375.82㎡、建物延床面積9,418.48㎡）と同等規

模以上の施設に関して、類似の契約（必ず警備員が常駐する業務委託契約であること。）履行実績

（元請に限る。履行中のものを含む。）を有すること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課総務係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１）

電話番号　044－587－3500

入札日時等
入札予定日時：令和３年３月１日（月）10時　川崎市立看護短期大学

郵送による入札書提出期限：令和３年２月26日（金）必着

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。



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－881－

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。

・ 本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、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認識してください。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。

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

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市立看護短期大学設備運転、施設管理等業務

履行場所 川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護短期大学

履行期限 令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　入札期日において、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 　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」及び「消火設備保守点検」のいずれにも登録されている者。

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

業者であること。

⑹ 　平成29年４月１日以降に本学施設（建物延床面積9,418.48㎡）と同等規模以上の施設に関して、

類似の契約（必ず業務担当要員１名を常駐する業務委託契約であること。）履行実績（元請に限る。

履行中のものを含む。）を有すること。

⑺ 　建築物環境衛生管理技術者の資格を有し、特定建築物に関する届出ができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市健康福祉局市立看護短期大学事務局総務学生課総務係

（〒212－0054　川崎市幸区小倉４－30－１）

電話番号　044－587－3500

入札日時等
入札予定日時：令和３年３月１日（月）10時　川崎市立看護短期大学

郵送による入札書提出期限：令和３年２月26日（金）必着

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。

・ 本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。

川崎市公告第221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　　
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そ　の　他

・ 特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基準を下回らない賃金を労働者に支払っていただ

くことが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違反した場合は、受注者の責任となり、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認識してください。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222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 　業務件名

　　　さいわい健康福祉プラザ清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11－５

　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

　　　さいわい健康福祉プラザの清掃業務日常清掃他

　　　（詳細は仕様書を参照）。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

た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おそれが

無い場合に限り実績として認めるものとする。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写し等）を提出してください。

　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14階

　　　こども未来局青少年支援室

　　　電　話　044－200－3083（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3931

　　　E-mail　45sien@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時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月19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

　　 　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
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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19日（金）から令和３年２月24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

　　　電子メールによります。

　　　E-mail　45sien@city.kawasaki.jp

　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３月５日（金）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所第３庁舎13階　こども未来局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の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

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　　　───────────────────
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川崎市公告第223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

　　　還元気化水銀測定装置一式賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　浮島処理センター（川崎市川崎区浮島町509番地１）

　⑶ 　履行期間

　　　 令和３年４月１日から令和10年３月31日までの７

年間とする。

　⑷ 　業務概要

　　 　環境庁告示第13号に基づき、焼却灰及び処理飛灰

の溶出試験における総水銀を分析すること等を目的

に本装置を導入する。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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」で登録されている者。

　⑷ 　過去５年間で官公庁において同種・同規模の賃貸

借契約実績があること。

　⑸ 　当該物品を契約締結後、確実に納品することがで

きること。

３ 　競争入札参加申込書及び仕様書等の配布・閲覧・提

出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書等を提出しなければなりません。

　 　なお、競争入札参加申込書等の提出は持参としま

す。（持参以外は無効となります。）

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　三澤、小林

　　　電　話　044－200－2540（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3923

　⑵ 　配布・提出期間

　　　 令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

９時～ 17時

　　　 （土曜日、日曜日及び平日の12時～ 13時の間は

除く。）

　　※ 　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。

　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

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札

参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確

認通知書及び仕様書を令和３年２月24日（水）までに

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のアドレスを登録して

いる場合は、自動的に電子メールで配信されます。電

子メールのアドレスを登録していない場合は、次のと

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24日（水）９時～ 17時

　　　（12時～ 13時の間は除く。）

　⑵ 　交付場所

　　　３に同じ

５ 　質問書の配布・受付・回答

　⑴ 　配布場所

　　　３に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　　 令和３年２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

９時～ 17時

　　　（土曜日、日曜日及び12時～ 13時の間は除く。）

　⑶ 　質問受付日

　　　 令和３年２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

９時～ 17時

　　　（土曜日、日曜日及び12時～ 13時の間は除く。）

　⑷ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑸ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　持参　　　　３に同じ

　　イ 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　⑹ 　　回答方法

　　　令和３年３月４日（木）

　　 　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の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。
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　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月９日（火）16時15分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎11階　会議室

　⑶ 　　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格な場合は落札を保留し、調査を行うことがありま

す。

　⑹ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

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

覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ。

　⑶ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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 　発注者は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は、削除があった場合は、この

契約を変更又は、解除することができるものとしま

す。また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、そ

の損失の補償を川崎市に対して請求することができ

るものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第224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

　　　処理センター等アスベスト測定調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　浮島処理センターほか４箇所

　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

　　 　本業務は、「労働安全衛生法第65条」及び「大気

汚染防止法第18条の５及び第18条の12」等に準拠

し、粗大ごみ処理施設における作業環境及び処理セ

ンターにおける作業環境、周辺大気及び飛灰中の石

綿粉じん濃度、石綿繊維数を測定し、実態調査を行

うものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」種目「計量

証明」で登録されている者。

　⑷ 　過去２年間で官公庁において処理センター等アス

ベスト測定調査業務等の契約実績があること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の

配布・閲覧・提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及び処理センター等アスベスト測定調査

業務と同等の契約実績を証する書類を提出しなければ

なりません。また、競争入札参加申込書にて一部再委

託を申請する場合は、再委託確認書を提出してくださ

い。

　 　なお、競争入札参加申込書等の提出は持参としま

す。（持参以外は無効となります。）
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　 　配布・提出・仕様書等閲覧場所・閲覧期間及び問い

合わせ先は以下の通りとします。

　　〒210－8577

　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　川崎市役所第３庁舎16階

　　環境局施設部処理計画課　小林

　　電　話　044－200－2540（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－3923

　　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　　９時～ 17時

　　 （土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の12時～ 13時

の間は除く。）

　※ 　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。

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札

参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確

認通知書及び仕様書を令和３年２月24日（水）までに

交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ

スを登録していない場合は、次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24日（水）９時～ 17時

　　　（12時～ 13時の間は除く。）

　⑵ 　交付場所

　　　３に同じ

５ 　質問書の配布・受付・回答

　⑴ 　配布場所

　　　３に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　令和３年２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

　　　 （但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）

　⑶ 　質問受付日

　　　令和３年２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

　　　 （但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）

　⑷ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑸ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　持参　　　　３に同じ

　　イ 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　⑹ 　回答方法

　　　令和３年３月４日（木）

　　 　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の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、再委託確認書及び提出書類

等に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月９日（火）　14時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎11階　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低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 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

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

覧できます。

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　３に同じ。

　⑶ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる
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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225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

　　　３処理センターごみ質分析調査等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　浮島処理センターほか２箇所

　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

　　 　本業務は、厚生省環境衛生局水道環境部環境整備

課長通達第95号に基づき、浮島、堤根及び王禅寺処

理センター（以下「３処理センター」と言う。）の

乾ベースによるごみ質分析調査に係る試料の採取、

種類組成分析、元素分析及び熱量分析等を実施す

る。また、ごみの減量化及び資源化対策等の分別収

集の効果やごみ焼却施設の効率的な運転を図るた

め、堤根及び王禅寺処理センターの湿ベースによる

ごみ質分析調査並びに３処理センターの焼却灰中の

金属類調査を実施する。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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」種目「計量

証明」で登録されている者。

　⑷ 　過去２年間で官公庁においてごみ質分析調査等業

務の契約実績があること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の

配布・閲覧・提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争入

札参加申込書及びごみ質分析調査等業務の契約実績を

証する書類を提出しなければなりません。また、競争

入札参加申込書にて一部再委託を申請する場合は、再

委託確認書を提出してください。

　 　なお、競争入札参加申込書等の提出は持参としま

す。（持参以外は無効となります。）

　 　配布・提出・仕様書等閲覧場所・閲覧期間及び問い

合わせ先は以下の通りとします。

　　〒210－8577

　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　川崎市役所第３庁舎16階

　　環境局施設部処理計画課　小林

　　電　話　044－200－2540（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－3923

　 　 令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

９時～ 17時

　　 （土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の12時～ 13時

の間は除く。）

　※ 　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。

４ 　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札

参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確

認通知書及び仕様書を令和３年２月24日（水）までに

交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ

スを登録していない場合は、次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24日（水）９時～ 17時

　　　（12時～ 13時の間は除く。）

　⑵ 　交付場所

　　　３に同じ

５ 　質問書の配布・受付・回答

　⑴ 　配布場所

　　　３に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　令和３年２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

　　　 （但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）

　⑶ 　質問受付日

　　　令和３年　２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

　　　 （但し、持参の場合は、土曜日、日曜日及び12時

～ 13時の間は除く。）

　⑷ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。
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　⑸ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　持参　　　　３に同じ

　　イ 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　⑹ 　回答方法

　　　令和３年３月４日（木）

　　 　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の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 　競争入札参加申込書、再委託確認書及び提出書類

等に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月９日（火）　14時45分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎11階　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低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 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　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、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

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

覧できます。

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　３に同じ。

　⑶ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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226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

　　　 東扇島ほか公衆トイレ及び千鳥町換気所等清掃業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島ほか

　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

　　 　東扇島ほか公衆トイレ及び千鳥町換気所等の清掃

及び消耗品の交換、補充を行うものです。（詳細は

仕様書を参照）

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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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　　 　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 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（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 　上記２⑹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 　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16日（火）まで縦覧に供し

ます（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

５ 　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　 　令和３年２月22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22日（月）までに入札参加資格確認通知書

及び入札説明書及び仕様書等を電子メールにより

送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月24日（水）から令和３年２月26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３月３日（水）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月10日（水）　午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除
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　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格であるときは、落札を

保留とし、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

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第227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

　　　 川崎港海底トンネル側溝清掃及び集水桝土砂浚渫

業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町、東扇島地内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎港海底トンネル内の側溝、集水桝、人道部、

Ａ・Ｂランプ及び旧料金所エリア内を良好な状態に

維持するために、各施設を清掃あるいは浚渫して、

塵芥や流入した汚泥等を収集し、汚泥については、

産業廃棄物処分業務委託業者へ直接運搬する。

　　 　詳細については、「川崎港海底トンネル側溝清掃

及び集水桝土砂浚渫業務委託仕様書」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地域区分「市内」、企業規模「中

小」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業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物収集運搬業」で登録されている者

　⑸ 　川崎市もしくは神奈川県より、汚泥の収集運搬許

可を受けていること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　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

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18日

（木）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 　産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（汚泥を含む）

　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18日（木）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25日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、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25日（木）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26日（金）午前９時から令和３年３

月１日（月）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３月３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10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入

札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金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。

　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 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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

　　　───────────────────
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川崎市公告第228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

　　　川崎港海底トンネル産業廃棄物処分業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区千鳥町、東扇島地内

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎港海底トンネル側溝清掃及び海底トンネル排

水施設（ポンプ槽等）の浚渫清掃により排出された

汚泥等の産業廃棄物を処分施設にて処理を行うもの

です。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、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地域区分「市内」又は「準市

内」、企業規模「中小」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業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分業」で登録されている者

　⑸ 　川崎市において、産業廃棄物処分ができる許可証

（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。

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

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18日

（木）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 　川崎市において、産業廃棄物処分ができる許可

証の写し（汚泥を含む）

　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２月10

日（水）から令和３年２月18日（木）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25日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、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25日（木）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26日（金）午前９時から令和３年３

月１日（月）午後４時まで

　⑶ 　質問書の様式



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－893－

　　 　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３月３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５日（金）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入

札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　契約書を作成することを要します。

　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 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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

　　　───────────────────

川崎市公告第229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

　　　東扇島東公園及び西公園駐車場機器管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区東扇島58番地１（東公園）、川崎市

川崎区東扇島94番地１及び94番地２（西公園）

　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

　　 　東扇島東公園及び西公園駐車場の出入口機器につ

いて、機器類の管理などの保守や利用者の問合せ対

応のほか、利用料金の収納業務を委託します。来園

者の利用に支障をきたすことのないよう、遠隔操作

やデータ通信により365日24時間体制で対応を行う

ことで、円滑な施設運営を行います。

２ 　一般競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

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年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「警備」種目「駐車場管理」で登録されている者。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　本市または他官公庁において、次の契約実績があ

ること。

　　 　駐車場機器管理等業務のうち、入出庫時の問い合

わせやトラブル等に対し、Ｗｅｂカメラ等により遠

隔で状況を確認し、遠隔操作やデータ通信によりリ

アルタイムで対応する実績があること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所
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　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１ 　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　044－287－6038

　　　E-mail　　58koukan@city.kawasaki.jp

　　 　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（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、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　本市または他官公庁において駐車場機器管理等

業務のうち、入出庫時の問い合わせやトラブル等

に対し、Ｗｅｂカメラ等により遠隔で状況を確認

し、遠隔操作やデータ通信によりリアルタイムで

対応する実績があることを証する書類

　⑷ 　提出方法

　　持参とします。

４ 　入札説明書の縦覧

　 　入札説明書は、３⑴の場所において令和３年２月10

日（水）から令和３年２月18日（木）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25日（木）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵ 　入札説明書及び仕様書等の交付

　　 　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　ア 　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ 　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

　　　 　ただし、⑴及び⑵について、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25日（木）までに入札参加資格確認通知書

及び入札説明書及び仕様書等を電子メールにより

送付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 令和３年２月26日（金）から令和３年３月１日（月）

午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－287－6038

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月３日（水）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について、

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月15日（月）　午後４時00分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東扇島38－１

　　　　川崎マリエン３階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。ただし、その

者の入札価格が著しく低価格であるときは、落札を

保留とし、調査を行うことがあります。
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　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続き等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　契約書の作成

　　　契約書を作成することを要します。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

（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　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第230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年度動産総合保険（美術品等）

業務

　⑵ 　履行場所　 川崎市役所財政局資産管理部資産運用

課ほか

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年４月１

日まで

　⑷ 　業務概要　 保険対象の動産について生じた損害に

対して保険金の支払いを行うための保

険契約を締結する。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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28「保険業」、種目０１「保険業」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

　 　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 　配布方法

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

jp/233300/index.html）よりダウンロード

　　 （「入札情報かわさき」－「入札情報」の「委託」

－「入札公表・財政局」）

　⑵ 　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13階

　　　財政局資産管理部資産運用課　担当：山田・栗山

　　　電　話：044－200－2085（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3905

　　　E-mail：23sisan@city.kawasaki.jp

　⑶ 　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（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 　提出方法

　　　３⑵の提出場所に持参により提出

　⑸ 　提出物

　　競争入札参加申込書

　⑹ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び入札説明

書の交付

　 　上記３により、競争入札参加申込書を提出し、上記

２⑴～⑶の条件を満たした者には、次により競争入札

参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び入札説

明書の交付方法及び場所

　　 　電子メールにて送付。ただし、川崎市業務委託有

資格者名簿へ電子メールアドレスを登録してない場

合は上記３⑵の場所で交付。

　⑵ 　競争入札参加資格確認通知書、仕様書及び入札説

明書の交付予定日

　　 　競争入札参加申込書の提出期限から１週間程度の

間に交付予定。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　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13階
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　　　財政局資産管理部資産運用課　担当：山田・栗山

　　　電　話：044－200－2085（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3905

　　　E-mail：23sisan@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月１日

（月）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書を持参、ＦＡＸ又はメ

ールにてご提出下さい。

　　 　また、ＦＡＸ又はメールで質問書を提出する場合

は、通信状況等により質問書を受信できなかった場

合については回答することができませんので、必ず

質問書を送信した旨を上記担当まで御連絡ください。

　　 　なお、電話等による仕様の問合せには一切応じま

せん。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和３年３月３日（水）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた全者社宛て

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

　 　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

　　 　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。

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和３年３月５日（金）　午後２時00分

　　イ 　提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　明治安田生命ビル13階　資産運用課会議室

　　ウ 　提出方法

　　　　持参により提出

　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

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　　契約書に代えて保険証券等によるものとします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、上記３⑵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。

　⑷ 　支払条件

　　　金銭会計規則第100条第１号による前金払とします。

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 　入札の手続等の詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　⑸ 　岡本太郎美術館の美術品については、別紙動産総

合保険特約書を締結します。

　　　───────────────────

川崎市公告第231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年度川崎市立小中学校自然教室看護業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　川崎市立小中学校～川崎市八ヶ岳少年自然の家

　　　川崎市立田島支援学校桜校～横浜あゆみ荘

　　　川崎市立中央支援学校～横浜あゆみ荘

　⑶ 　契約期間

　　　令和３年４月１日～令和４年３月31日
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　⑷ 　業務概要

　　 　小学校５年生及び中学校１年生において、川崎市

八ヶ岳少年自然の家等で実施している自然教室事業

に、看護師が随行し、児童生徒等の健康管理及び病

気・ケガ等の応急処置を行うものです。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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」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。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。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

崎市のホームページ「入札情報かわさき」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） に お い

て、本件の「入札公表詳細」のページからダウンロー

ドすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　教育委員会事務局学校教育部指導課

　　　石井（小学校担当）電話　044－200－3286

　　　髙橋（中学校担当）電話　044－200－3329

　　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　　電子メール　88sidou@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18日

（木）までとします。

　　 （ただし、土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送とします。

　　※ 　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。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により競争入札参加申込書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、競争入札参加資格

確認通知書を令和３年２月22日（月）までにＦＡＸ又

は電子メールで送付します。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、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。

５ 　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。

　 　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18日（木）まで（た

だし、土曜日及び日曜日を除く、午前８時30分から

正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供

します。また、入札説明書は川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」（https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）において、本件の「入札公表

詳細」のページからダウンロードすることができます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴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）まで

　　 （ただし、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 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール及びＦＡＸ番号は上記３　⑴ 　に同じ。

　⑷ 　回答予定日

　　 　令和３年３月１日（月）までに、電子メールまた

はＦＡＸにて回答します。

　⑸ 　その他

　　ア 　受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしま

せん。

　　イ 　出された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

　 　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条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札価格は、年額の総価で行います。入札書に記

載する金額は、見積った契約希望金額から消費税及

び地方消費税に相当する額を除いた金額とし、入札

書に記載した金額の最低の価格を持って落札者とし

ます。

　　 　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
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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３⑴の宛先に

必ず書留郵便により送付してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和３年３月９日（火）午前９時00分

　　イ 　場　所　上記３⑴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

効な入札を行った入札者を落札とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者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。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　契約金額の10パーセントを納付しなければなり

ません。

　　イ 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する

場合は、免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要とします。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 　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。

　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232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年度公害診療報酬等明細書の点検事務等業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　庁内（健康福祉局保健所環境保健課が指定する場所）

　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

　　 　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく療養

の給付に係る公害診療報酬等明細書の点検事務等

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年度川崎市競争

入札参加資格名簿」の業種「医療関連業務」種目「そ

の他の医療関連業務」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　レセプト点検業務について、官公庁又は地方公共

団体と委託契約を締結し、一定の実績を有する者

３ 　入札説明書、競争参加申込書の配布及び提出並びに

仕様書の閲覧場所

　 　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、提出場所及び仕様書閲覧場所

　　　〒212－0013　川崎市幸区堀川町580

　　　（ソリッドスクエア西館12階）

　　　健康福祉局保健所環境保健課　山下担当

　　　電　話　　　044－200－2488（直通）

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3937

　　　電子メール　40kankyo@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。）

　⑵ 　配布、提出及び閲覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
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　　　午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時

　　※ 　入札説明書及び競争参加申込書については、川

崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダウ

ンロードできます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　　提出方法

　　　持参

　⑸ 　その他

　　 　競争参加申込書等に関する問合せ先は上記３⑴に

同じ

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様

書の交付

　 　競争参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

められた者には、一般競争入札参加資格確認通知書等

を令和３年２月19日（金）までに、電子メール又はＦ

ＡＸにて交付します。

５ 　質問書の受付及び回答

　　仕様書に関する質問は、次により行います。

　⑴ 　受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年２月26日

（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時

　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　40kankyo@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3937

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月３日（水）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付した全社宛てに、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

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争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、開札手続等

　⑴ 　入札、開札の場所及び日時

　　ア 　日時　令和３年３月５日（金）午後３時00分

　　イ 　場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　ソリッドスクエア東館３階会議室

　⑵ 　入札方法

　　 　所定の入札（見積）書を持参し、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（見

積）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。

　⑶ 　入札（見積）書の記載金額

　　　入札は、単価で行います。

　　 　入札（見積）書には、１枚あたりの見積単価を、

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。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則（昭和39年規則第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

　　 　川崎市競争入札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 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限

及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書

類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　 　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が　　川崎市競争入札

参加者心得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 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「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。
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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 　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 　公告に関する問合せ先は、上記３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第233号

　令和３年度都市機能等調査業務委託の業者選定に関す

る公募型企画提案（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２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型企画提案（プロポーザル）に関する事項

　⑴ 　件　　名　令和３年度都市機能等調査業務委託

　⑵ 　業務事項

　　ア 　市内の現状分析

　　イ 　まちづくりの方向性及び将来都市構造の検討

　　ウ 　「基本的な考え方」の作成補助

　⑶ 　委託期間　契約を締結した日～令和４年３月15日

２ 　提案者の資格

　⑴ 　次の条件をすべて満たしていること

　　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者指名停止等要綱による指

名停止期間中でないこと。

　　ウ 　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「建設コンサルタント」、種目「都

市計画及び地方計画部門」に登録されている者。

３ 　提案者を特定するための評価基準

　⑴ 　業務執行技術力

　⑵ 　同種、類似業務の実績

　⑶ 　提案の適格性、実現性、独創性

　⑷ 　分析能力

　⑸ 　資料による表現力

　⑹ 　概算見積額

４ 　担当部局

　　川崎市まちづくり局計画部都市計画課都市調査担当

　　〒210－0006　神奈川県川崎市川崎区宮本町６

　　明治安田生命川崎ビル５階

　　電話（直通）044－200－2713

　　ＦＡＸ　044－200－3969

　　メールアドレス　50tosike@city.kawasaki.jp

５ 　公募型企画提案（プロポーザル）説明書の交付の期

間、場所

　⑴ 　配布期間　 令和３年２月10日（水）～２月24日

（水）正午（土曜日、日曜日及び祝日

を除く。）

　⑵ 　配布場所　４の担当部局と同じ

６ 　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年２月24日（水）正午

　⑵ 　提出先　　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出方法　電子メール

７ 　技術提案書の提出の期限、場所及び方法

　⑴ 　受付期限　令和３年３月16日（火）正午

　⑵ 　提出先　　４の担当部局と同じ

　⑶ 　提出書類　技術提案書様式Ｂ（１部）、

　　　　　　　　様式Ｃ～Ｆ（７部）、ＰＤＦデータ

　⑷ 　提出方法　 持参又は郵送（書留郵便等の配達記録

が残る場合に限る）、ＰＤＦデータは

電子メール又はＣＤ－Ｒにて提出

８ 　技術提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する。

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　概算業務価格（上限）　7,500,000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案者の費用負担

の有無

　　 　技術提案書の作成及び提出等に係る費用は貴社の

負担とします。

　⑶ 　その他

　　ア 　選考結果の発表は３月下旬を予定しています。

　　イ 　詳細につきましては、本公募型企画提案説明書

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。

　　　───────────────────

川崎市公告第234号

　令和３年度麻生区農と環境を活かしたまちづくり運営

支援業務委託の業者選定に関する公募型企画提案方式の

実施について次のとおり公告します。　

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　 麻生区農と環境を活かしたまちづくり運営支援業務

委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和４年３月31日

３ 　事業概要
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　 　本事業は、麻生区内にある農業資源や里地里山など

の環境資源を活用した地域活性化や里山保全利活用を

推進するため、「黒川地域　農と環境を活かしたまち

づくり　実施計画」に基づき、黒川地域連携協議会専

門部会の運営支援及び各取組の実施支援を行うととも

に、令和元年度～令和３年度の実施結果等を踏まえ、

必要に応じて基本計画の見直しを行うことを目的とす

る。

４ 　業務内容

　⑴ 　地域意見交換会（１回）及び黒川地域連携協議会

専門部会の運営支援（３部会×２回）

　⑵ 　黒川地域連携イベント・会議の実施・運営支援

（会議１回、イベント５回）

　⑶ 　実施事業のとりまとめ、基本計画の見直し

　⑷ 　岡上地区における地域活性化に向けた取組の支援

　⑸ 　農と環境を活かした地域主催イベント等への広報

支援

５ 　契約上限額

　　3,940,200円

　　（消費税及び地方消費税10％相当額を含む。）

６ 　参加資格

　⑴ 　参加意向申出書提出時までに、令和３・４年度川

崎市業務委託有資格者業者名簿の当該契約に対応す

る業種である「20：調査・測定・99：他調査」につ

いて登録されている者

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立てがなされていない者又は民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開

始の申立てがなされていない者

　⑸ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に基づく、暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認め

られる者でないこと。

７ 　参加意向申出書の提出

　⑴ 　提出期間

　　　令和３年２月10日（水）から２月24日（水）まで

　　　（持参の場合は閉庁日を除く。）

　⑵ 　提出場所

　　　麻生区役所まちづくり推進部企画課

　　　（所在地等は13を参照）

　⑶ 　提出書類

　　　参加意向申出書（様式１）

　⑷ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送（書留等の配達記録が残る方法に限る。）

８ 　委託業務及び企画提案書等に関する質問

　⑴ 　提出期間

　　　令和３年２月10日（水）から２月18日（木）まで

　　　（持参の場合は閉庁日を除く。）

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送（書留等の配達記録が残る方法に限る。）

　　ウ 　電子メール（着信確認を要する。）

　⑷ 　回答

　　 　原則として、質問提出日の翌開庁日に川崎市麻生

区役所ホームページに掲載する。

９ 　企画提案書等の提出

　⑴ 　提出期間

　　令和３年２月25日（木）から３月４日（木）まで

　⑵ 　提出場所

　　　７⑵と同様

　⑶ 　提出方法

　　　７⑷と同様

10 　企画提案書等の提出書類

　⑴ 　企画提案書（様式自由）

　⑵ 　業務実施体制（様式３）

　⑶ 　予定技術者経歴等（様式４－１、４－２、４－３）

　⑷ 　所要経費・見積書（様式自由）

11 　プレゼンテーション

　⑴ 　日時

　　 　令和３年３月18日（木）午後２時～４時の間で別

途郵送にて通知する。

　⑵ 　場所

　　　川崎市麻生区万福寺１－５－１

　　　麻生区役所４階第３会議室

　⑶ 　時間

　　　各社30分（提出書類の説明20分、質疑応答10分）

12 　評価基準について

　⑴ 　提案内容

　⑵ 　業務遂行体制

　⑶ 　技術者評価

　⑷ 　所要経費・見積額

13 　担当部局

　　川崎市麻生区役所まちづくり推進部企画課

　　〒215－8570　川崎市麻生区万福寺１―５―１

　　電話（直通）　044－965－5112

　　ＦＡＸ　044－965－5200

　　メールアドレス　73kikaku@city.kawasaki.jp

14 　その他

　⑴ 　「令和３年度　麻生区農と環境を活かしたまちづ
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くり運営支援業務委託公募型企画提案実施要領」及

び各様式については、川崎市麻生区役所ホームペー

ジ上に掲載する。

　⑵ 　詳細は、「令和３年度　麻生区農と環境を活かし

たまちづくり運営支援業務委託公募型企画提案実施

要領」を参照すること。

　⑶ 　企画提案書等作成に伴う費用は、参加業者の負担

とする。

　⑷ 　本件の予算金額及び契約金額の決定の効果は、令

和３年第１回川崎市議会定例会における、本調達に

係る予算の議決を要するものとする。

　　　───────────────────

川崎市公告第235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

　　　 ３処理センター及び浮島埋立事業所水質検査業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　浮島処理センターほか３箇所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　本業務は、水質汚濁防止法、下水道法、川崎市公

害防止等生活環境の保全に関する条例、厚生省環境

衛生局水道環境部環境調整課長通達環整第95号及び

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の規定に基づ

き、定期的に水質検査を実施する必要があることか

ら、規定に準じて３処理センター及び浮島埋立事業

所から排出される排水の水質検査を実施し、当該施

設を適正に維持管理するものである。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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」種目「計量

証明」で登録されている者。

　⑷ 　過去２年間で官公庁及び民間企業において同種の

水質検査業務の契約実績があること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の配

布・閲覧・提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により入札参

加申込書及び水質検査業務の契約実績を証する書類を

提出しなければなりません。また、入札参加申込書に

て一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出

してください。

　 　なお、入札参加申込書等の提出は持参とします。（持

参以外は無効となります。）

　 　配布・提出・仕様書等閲覧場所・閲覧期間及び問い

合わせ先は以下の通りとします。

　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　川崎市役所第３庁舎16階

　　環境局施設部処理計画課　担当　竹本

　　電話　044－200－2540（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－3923

　　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　　 ９時～ 17時（土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の

12時～ 13時の間は除く。）

　※ 　競争参加申込書については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　３により、入札参加申込書を提出し、一般競争入札

参加資格があると認めた者には、一般競争入札参加資

格確認通知書及び仕様書を令和３年２月24日（水）ま

でに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信されます。電子メールのアドレ

スを登録していない場合は、次のとおり直接受取りに

来るようお願いします。

　⑴ 　交付日時

　　　令和３年２月24日（水）９時～ 17時

　　　（12時～ 13時の間は除く。）

　⑵ 　交付場所

　　３に同じ

５ 　質問書の配布・受付・回答

　⑴ 　配布場所

　　　３に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　令和３年２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

　　　９時～ 17時

　　　（土曜日、日曜日及び12時～ 13時の間は除く。）

　⑶ 　質問受付日

　　　令和３年２月24日（水）～令和３年３月２日（火）

　　　９時～ 17時
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　　　（土曜日、日曜日及び12時～ 13時の間は除く。）

　⑷ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑸ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　持参　　　　３に同じ

　　イ 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　⑹ 　回答方法

　　　令和３年３月４日（木）

　　 　全社に文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　入札参加申込書、再委託確認書及び提出書類等に

虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月９日（火）15時30分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎11階　会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低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 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

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

覧できます。

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　３に同じ。

　⑶ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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236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　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　軽ダンプごみ車の購入

履行場所 本市の指定する場所

履行期限 令和４年３月11日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の買入れ等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載さ

れていること。

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。
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参 加 資 格

⑹ 　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じ

られること。

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

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話番号　044－200－2091

入札日時等 令和３年３月26日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）

入札保証金 　要

契約書作成 　要

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

そ　の　他

契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

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

決を要します。

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

川崎市公告第237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　 川崎駅中央通路等周辺施設警備保安業

務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市川崎区駅前本町、幸区堀川町及

び大宮町地内

　⑶ 　履行期限　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「警備」種目「人的警備」、規模「大企業」ま

たは「中小企業」及び地域「市内」または「準市内」

で登録されている者。

　⑷ 　国又は地方公共団体において類似の契約実績があ

ること。

　⑸ 　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい

ること。

　⑹ 　１年を通じ、24時間10名以上の警備業務が可能で

あること。

３ 　入札参加申込書等の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒210－0834　川崎市川崎区大島１丁目25番10号

　　　川崎市川崎区役所道路公園センター

　　　電　話：044－244－3206

　　　ＦＡＸ：044－246－4909

　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp

　　※ 　業務の詳細、入札参加申込書等は、川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」において、本件

の公表情報詳細のページからダウンロードしてく

ださい。

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く）

　　 　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午

後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書の写し

　　ウ 　情報セキュリティに関する規格の認証取得を証

明する書類の写し

　　　※ 　ウについて、更新等を行っている場合は、それ

が分かる書類の写しを併せて提出してください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　⑴ 　交付場所

　　 　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ

ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
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に、確認通知書を令和３年２月22日（月）までに送

付します。なお、当該電子メールアドレスを登録し

ていない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取り

に来るようお願いいたします。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メールまたはＦＡＸによります。（ただし、

送信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。）

　　　E-Mail：61doukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－246－4909

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）午前９時から令和３年３

月１日（月）午後５時までとします。（ただし、土

曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦ

ＡＸにて回答書を送付するか、直接受取りに来るよ

うお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問に関しては回答いたしません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽

の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　　入札方法

　　持参による入札

　⑵ 　入札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年３月10日（水）午前10時00分

　　イ 　場所　川崎市川崎区大島１丁目25番10号

　　　　　　　川崎区役所道路公園センター２階会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低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で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし川崎市

契約規則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

　⑹ 　特定業務委託契約（公契約）

　　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。特定業務委託契約におい

ては、川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定

めます。詳しくは、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及

び「特定工事請負契約及び特定業務委託契約に関す

る手引」を御確認ください。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第238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年度郵便物集荷・差出代行業務

委託

　⑵ 　履行場所　各区役所等及び指定する市内郵便局

　⑶ 　履行期限　 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　 「令和３年度郵便物集荷・差出代行業

務仕様書」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 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当　深町

　　　電話　044－200－2632（直通）

　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

　　 　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 　提出書類

　　　入札参加申込書

　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

　 　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22日

（月）までに送付します。なお、当該委任先メールア

ドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配布・提出期間

　　　 　令和３年２月22日（月）から令和３年２月26日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　　午前８時30分～午後５時

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　 　「令和３年度郵便物集荷・差出代行業務委託に

係る質問票」により、電子メール又はＦＡＸにて

送付してください。送付後、送付した旨を３⑴の

担当宛て電話連絡してください。

　　　　電子メール：40hoken@city.kawasaki.jp

　　　　ＦＡＸ番号：044－200－3930

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年３月２日（火）

　　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、電子メールにより送信します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、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。

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（金）午前10時00分

　　　提出場所：川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　　パレール三井ビル12階

　　　　　　　　 川崎市健康福祉局医療保険部会議室

（Ａ）

　⑶ 　入札方法

　　ア 　入札は、契約金額総額で行います。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分

の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　開札の日時・場所



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－907－

　　　７⑵に同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った入札者を落札者とし、契約する際の単

価は、その者が単価契約一覧表に記載した単価とな

ります。

　　 　ただし、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。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要　

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則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。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第239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年度後期高齢者医療保険料督促

状等作成及び封入封緘業務

　⑵ 　履行場所　健康福祉局医療保険部医療保険課等

　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　印字・封入封緘業務

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　当該契約年度の川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」で登載されてい

ること。

　⑶ 　入札期日において、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　ISO ／ IEC27001の認証を受けている、あるいはプ

ライバシーマークを取得していること。

　⑸ 　入札期日において、当委託契約に係る成果物の作

成等を行う履行（作業）拠点を、３⑴に定める場所

から直線距離で片道50ｋｍ圏内に有すること

　⑹ 　平成30年度から令和２年度に当市を含む官公庁に

おいて類似業務の契約実績があり、問題なく履行さ

れていること。

３ 　入札説明書、仕様書の閲覧

　 　次により、入札説明書等のほか各帳票サンプルを閲

覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当：財部

　　　電話　044－200－2655

　⑵ 　閲覧期間

　　 　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。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出及び問合

せ先

　⑴ 　提出物

　　 　この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出

する必要があります。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書
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　　イ 　類似の契約実績を証する書面（実績表）

　　ウ 　上記２の⑷を証明する書類（またはその写し）

　　　 　上記２の⑸履行（作業）拠点は「ア　一般競争

入札参加資格確認申請書４履行（作業）拠点所在

地」に住所を記載してください。

　　　 　「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（実績表）」の様式に

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

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当：財部

　　　電話　044－200－2655

　⑶ 　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。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　上記４により、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、入札説明書及び仕様書を交

付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月19日（金）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。（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　　 　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、電子メールで一般競争入札参加資格確認通知

書、入札説明書等を送付します。

　⑶ 　入札説明会

　　　実施しません。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　質問受付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年２月26日

（金）まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月１日（月）までに全社へ文書（電子

メール）で送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は上記５で交付する入札説明書に添付の所

定の入札見積内訳書を添付した入札書をもって行

います。なお、各単価についても合わせて当市に

開示するものとします。

　　イ 　入札は、単価に予定数量を乗じた合計額（総価）

によって、行います。ただし、契約する際の単価

はアで記載した単価契約とします。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず見積もった契約希望金額から消

費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額

を入札書に記載するものとします。ただし、別途

指示があったものについては、それに従うものと

します。

　　エ 　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。

　　オ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　⑵ 　入札書の提出日時

　　ア 　入札日時　 令和３年３月８日（月）午前11時00分

　　イ 　入札場所　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。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金
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　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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 　再度入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います

（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 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴アの場所及び「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照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　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、本調達における予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告第240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年度後期高齢者医療保険料納入

通知書等作成及び封入封緘業務

　⑵ 　履行場所　健康福祉局医療保険部医療保険課等

　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　印字・封入封緘業務

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　当該契約年度の川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」で登載されてい

ること。

　⑶ 　入札期日において、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　ISO/IEC27001の認証を受けている、あるいはプラ

イバシーマークを取得していること。

　⑸ 　入札期日において、当委託契約に係る成果物の作

成等を行う履行（作業）拠点を、３⑴に定める場所

から直線距離で片道50ｋｍ圏内に有すること

　⑹ 　平成30年度から令和２年度に当市を含む官公庁に

おいて類似業務の契約実績があり、問題なく履行さ

れていること。

　⑺ 　「富士通PS5600B」プリンタ装置あるいは同等機

種で電算出力すること。

　　ア 　富士通株式会社提供「ADJUST」（Ｖ11Ｌ30以降）

を使用できること。

　　イ 　外字は、富士通株式会社提供「ADJUST」により

文字パターンを提供するので直接ダウンロードで

きること。

３ 　入札説明書、仕様書の閲覧

　 　次により、入札説明書等のほか各帳票サンプルを閲

覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当：小河

　　　電話　044－200－2655

　⑵ 　閲覧期間

　　 　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。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出及び問合

せ先

　⑴ 　提出物

　　 　この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出

する必要があります。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　類似の契約実績を証する書面（実績表）
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　　ウ 　上記２の⑷を証明する書類（またはその写し）

　　　 　上記２の⑸履行（作業）拠点は「ア　一般競争

入札参加資格確認申請書４履行（作業）拠点所在

地」に住所を記載してください。

　　　 　「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（実績表）」の様式に

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

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当：小河

　　　電話　044－200－2655

　⑶ 　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。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　上記４により、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、入札説明書及び仕様書を交

付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月19日（金）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。（ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　　 　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、電子メールで一般競争入札参加資格確認通知

書、入札説明書等を送付します。

　⑶ 　入札説明会

　　　実施しません。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　質問受付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年３月３日

（水）まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑸ 　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）で送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は上記５で交付する入札説明書に添付の所

定の入札見積内訳書を添付した入札書をもって行

います。なお、各単価についても併せて当市に開

示するものとします。

　　イ 　入札は、単価に予定数量を乗じた合計額（総価）

によって、行います。ただし、契約する際の単価

はアで記載した単価契約とします。　

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず見積もった契約希望金額から消

費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額

を入札書に記載するものとします。ただし、別途

指示があったものについては、それに従うものと

します。

　　エ 　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。

　　オ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　⑵ 　入札書の提出日時

　　ア 　入札日時　令和３年３月８日（月）午前10時00分

　　イ 　入札場所　 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。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－911－

　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。

　⑺ 　再度入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います

（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 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴アの場所及び「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照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　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、本調達における予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告第241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年度後期高齢者医療保険料本算

定納入通知書等作成及び

　　　　　　　　封入封緘業務

　⑵ 　履行場所　健康福祉局医療保険部医療保険課等

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和３年８月31

日まで

　⑷ 　業務概要　印字・封入封緘業務

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　当該契約年度の川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」で登載されてい

ること。

　⑶ 　入札期日において、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　ISO ／ IEC27001の認証を受けている、あるいはプ

ライバシーマークを取得していること。

　⑸ 　入札期日において、当委託契約に係る成果物の作

成等を行う履行（作業）拠点を、３⑴に定める場所

から直線距離で片道50ｋｍ圏内に有すること

　⑹ 　平成30年度から令和２年度に当市を含む官公庁に

おいて類似業務の契約実績があり、問題なく履行さ

れていること。

　⑺ 　「富士通ＰＳ5600Ｂ」プリンタ装置あるいは同等

機種で電算出力すること。

　　ア 　富士通株式会社提供「ＡＤＪＵＳＴ」（Ｖ11Ｌ

30以降）を使用できること。

　　イ 　外字は、富士通株式会社提供「ＡＤＪＵＳＴ」

により文字パターンを提供するので直接ダウンロ

ードできること。

３ 　入札説明書、仕様書の閲覧

　 　次により、入札説明書等のほか各帳票サンプルを閲

覧することができます。

　⑴ 　閲覧場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当：小河

　　　電話　044－200－2655

　⑵ 　閲覧期間

　　 　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。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出及び問合

せ先

　⑴ 　提出物

　　 　この入札に参加を希望する者は、次の書類を提出

する必要があります。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書
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　　イ 　類似の契約実績を証する書面（実績表）

　　ウ 　上記２の⑷を証明する書類（またはその写し）

　　　 　上記２の⑸履行（作業）拠点は「ア　一般競争

入札参加資格確認申請書４履行（作業）拠点所在

地」に住所を記載してください。

　　　 　「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（実績表）」の様式に

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

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当：小河

　　　電話　044－200－2655

　⑶ 　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。（ただし、

土曜日、日曜日及び休日を除きます。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　上記４により、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、入札説明書及び仕様書を交

付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年２月19日（金）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。

　　 　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、電子メールで一般競争入札参加資格確認通知

書、入札説明書等を送付します。

　⑶ 　入札説明会

　　　実施しません。

６ 　仕様に関する問合せ先

　⑴ 　質問受付場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和２年２月19日（金）から令和３年３月３日

（水）まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールによります。

　　　電子メール　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑸ 　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）で送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は上記５で交付する入札説明書に添付の所

定の入札見積内訳書を添付した入札書をもって行

います。なお、各単価についても併せて当市に開

示するものとします。

　　イ 　入札は、単価に予定数量を乗じた合計額（総価）

によって、行います。ただし、契約する際の単価

はアで記載した単価契約とします。

　　ウ 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札参加者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず見積もった契約希望金額から消

費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額

を入札書に記載するものとします。ただし、別途

指示があったものについては、それに従うものと

します。

　　エ 　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。

　　オ 　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい

る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく

ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、

当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること

はできません。

　⑵ 　入札書の提出日時

　　ア 　入札日時　令和３年３月８日（月）午後１時00分

　　イ 　入札場所　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。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除
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　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、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 　再度入札の実施

　　 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います

（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 　契約の手続き等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴アの場所及び「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照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　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、本調達における予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告第242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

　　　 川崎市ひとり暮らし等高齢者生活状況調査一部業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課等

　⑶ 　完了期限

　　令和４年３月31日（木）限り

　⑷ 　業務概要

　　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」種目「その他」に登載さ

れていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去２年間で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

　　　川崎市役所健康福祉局長寿社会部

　　　高齢者在宅サービス課　小林

　　　電　話　044－200－2677（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17日

（水）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。

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送とします。

　　 　郵送の場合、期日までに到着するように、書留郵

便等配達の記録が残る方法で送付してください。

　　　（送付先）

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所健康福祉局長寿社会部

　　　高齢者在宅サービス課　小林宛て

　　※ 　封筒には「一般競争入札参加資格確認申請書在

中」と大きく書いてください。発送時に、郵送に

て提出する旨を⑴の問合せ先まで御連絡ください。

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
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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、川崎市の公式ウェブサイト

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、川崎市の公式ウェブサイトから入手できな

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22日（月）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25日（木）全者に文書（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、川崎市ひとり暮らし等高齢者生活状況

調査一部業務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提出して

ください。

　　ウ 　入札者は税抜きの金額を入札書に記載してくだ

さい。

　⑵ 　入札書の提出方法、期間及び場所

　　　入札書の提出日時　令和３年３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　午前10時

　　　入札書の提出場所　〒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

　　　　　　　　　　　　10Ｃ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

　　 　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

　　 　契約を締結する者は、規則第32条の規定による契

約保証金として契約金額の10％を納入しなければな

りません。ただし、規則第33条に該当するときは、

契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　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」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
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質問書の様式は、川崎市の公式ウェブサイトの「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。

　　　───────────────────

川崎市公告第243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 　業務件名

　　　令和３年度　対象者抽出・調査事業　業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　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 　業務概要

　　 　事業承継・事業継続力強化支援の対象者となる中

小企業者を、データベースを活用して掘り起こし、

その状況について調査を行い、結果を集計・分析す

る。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

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 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種

「調査・測定」種目「その他の調査・測定」に登載

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資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 　過去に本市又は他官公庁において類似業務の実績

があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　⑸ 　法人分析力が重要であるため、自社で取材した全

国的かつ多様なデータを多数（100万社以上）保有

し、提供データの補足を行えること。また、調査す

るにあたっては、公認会計士、税理士、中小企業診

断士等の有資格者を設置していること。さらに、こ

れらを説明できる資料を提出または提示すること。

３ 　競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び問合

せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申し込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所・問合せ先

　　　川崎市経済労働局産業振興部工業振興課

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　フロンティアビル10階

　　　電　話　044－200－2326

　　　ＦＡＸ　044－200－3920

　　　E-mail　28kogyo@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

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は簡易書留による郵送

　　　郵送の場合は、上記日時までに必着とします。

　　　封筒に入札件名を記載してください。

　　　提出先：３⑴配布・提出場所・問合せ先に同じ。

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、競争入札参加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、３⑴配

布・提出場所・問合せ先の場所において、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 　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に対し、

２の競争入札参加資格について審査し、競争入札参加

資格確認通知書を交付します。

　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和３年２

月22日（月）に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、ＦＡＸで送信しま

す。

６ 　仕様に関する質問書の受付

　⑴ 　質問書の送付先

　　　３⑴配布・提出場所・問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問書受付期間

　　　令和３年２月24日（水）から３月２日（火）まで

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　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 　質問書受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限る。

　　　電子メール　28kogyo@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044－200－3920
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　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）に、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、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」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、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３月10日（水）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0007

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　川崎フロンティアビル６階

　　　　川崎市経済労働局会議室

　　　※ 　新型コロナウイルス感染症拡大の状況によ

り、郵送（簡易書留）による入札に変更する場

合があります。

　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。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　前払金

　　　否

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所・問合せ先の

場所で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所・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244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　国保だより等作成及び封入封緘業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市健康福祉局医療保険部医療保険

課及び受注者社屋等

　⑶ 　履行期限　令和３年５月15日限り

　⑷ 　調達概要 　印刷物等（台紙、同封物及び専用封筒）

を作成し、本市が提供する印字用データ

により印字を行い、専用封筒に封入封緘

して納品する。

２ 　競争参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登録されていること。
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　⑷ 　本市国民健康保険システム（ＮＥＣ製「COKAS-X」

を使用）で取り扱う以下のフォントを正しく印字で

きる環境を有していること。

　　（ア）川崎市明朝（川崎市独自フォント）

　　（イ）川崎市明朝用外字フォント

　　　　　（川崎市独自フォント）

　　（ウ）川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　（エ）川崎市拡張用外字フォント

　　　　　（川崎市独自フォント）

　　　　※ 　上記（ア）から（エ）のフォントを表示す

るソフトウェアとして「FontAvenue外字コン

トロール2000」（ＮＥＣ製）がある。

　　　　※ 　上記（ア）から（エ）のフォントファイル

（拡張子:.TTF/.TTE）について、配布するこ

とが可能です。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレール三井ビル12階

　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　　担当　深町

　　　電話　044－200－2642（直通）

　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

　　 　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 　提出書類

　　　入札参加申込書

　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

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・令和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

22日（月）までに送付します。なお、当該委任先メー

ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付しま

す。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配布・提出期間

　　　 　令和３年２月22日（月）から令和３年２月26日

（金）まで

　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　　午前８時30分～午後５時

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　 　「国保だより等作成及び封入封緘業務委託に係

る質問票」により、電子メール又はＦＡＸにて送

付してください。送付後、送付した旨を３⑴の担

当宛て電話連絡してください。

　　　　電子メール：40hoken@city.kawasaki.jp

　　　　ＦＡＸ番号：044－200－3930

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年３月２日（火）

　　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、電子メールにより送信します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、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。

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（金）午前10時30分～

　　　提出場所：川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　　パレール三井ビル12階

　　　　　　　　川崎市健康福祉局医療保険部会議室

　　　　　　　　（Ａ）

　⑶ 　入札方法

　　ア 　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価（消費税額及び

地方消費税額を含めないこと。）を記載してくだ

さい。

　　イ 　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価金額を記入した単価契約一覧表を必ず添付

してください

　　　 （後日、競争参加資格確認通知書と合わせて、電

子メールで送付します。）。

　　ウ 　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ 　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、
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計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行った入札者を落札者とし、契約する際の単

価は、その者が単価契約一覧表に記載した単価とな

ります。

　　 　ただし、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。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則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。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第245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

　　　 路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所の清掃業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所

　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

　　　路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所の清掃業務

　　　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。

　⑴ 　川崎市契約規則（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

地域区分「市内」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業種「屋外清掃」、種目「道路

清掃」で登録されていること。

　⑸ 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２

条第２号に規定する暴力団ではないこと。

　⑹ 　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と認め

られないこと。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び役員等氏名一覧表を提出

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

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階
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　　　 川崎市役所　市民文化局市民生活部地域安全推進

課　担当：中込

　　　電　話　044－200－3839（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3869

　　　電子メール　25tiiki@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10時から正午まで及び午後１から

午後４時までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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、自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月18日（木）午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　上記３により、一般競争参加入札参加資格確認申

請書を提出した者に無償で入札説明書を交付しま

す。また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵

の期間で縦覧に供します。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、確認通知書と一括して自動的に電

子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）午前10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。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　25tiiki@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3869

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月24日（水）に、全社あてに文書（電

子メールまたはＦＡＸ）で送付します。

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 　入札は契約金額の総額（税抜き）で行ないます。

また、この金額には委託業務実施に際して必要と

なる各種工事・設定・手続き等に係る一切の費用

を含むものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封

入して持参してください。

　　ウ 　落札決定に当たっては、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を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 　入札日時　令和３年３月２日（火）

　　　　　　　　　午前10時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　　　　　　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　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

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否
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　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、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。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　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、役員等氏

名一覧表及び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246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

　　　 路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所一般廃棄物

収集運搬業務

　⑵ 　履行場所

　　　路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所

　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

　　　一般廃棄物の収集運搬業務

　　　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。

　⑴ 　川崎市契約規則（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

地域区分「市内」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業種「廃棄物関連業務」、種目

「一般廃棄物収集」で登録されていること。

　⑸ 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２

条第２号に規定する暴力団ではないこと。

　⑹ 　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と認め

られないこと。

　⑺ 　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 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、一般廃棄物収集運搬業許可

証の写し及び役員等氏名一覧表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

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２ 

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　 川崎市役所　市民文化局市民生活部地域安全推進

課　担当：中込

　　　電　話　044－200－3839（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3869

　　　電子メール　25tiiki@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10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。

　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

　 　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、自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月18日（木）

　　　午後１時から午後５時まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　上記３により、一般競争参加入札参加資格確認申

請書を提出した者に無償で入札説明書を交付しま

す。また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵

の期間で縦覧に供します。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、確認通知書と一括して自動的に電

子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先
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　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）午前10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。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　25tiiki@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3869

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月24日（水）に、全社あてに文書（電

子メールまたはＦＡＸ）で送付します。

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 　入札は廃棄物の収集運搬の単価（税抜き）で行

ないます。また、この金額には委託業務実施に際

して必要となる各種工事・設定・手続き等に係る

一切の費用を含むものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封

入して持参してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月２日（火）

　　　　　　　　　午後１時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　　　　　　市民文化局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　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

　　　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、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。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　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、役員等氏

名一覧表及び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247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

　　　 路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所産業廃棄物

収集運搬業務

　⑵ 　履行場所

　　　路上喫煙防止重点区域内指定喫煙場所

　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

　　　産業廃棄物の収集運搬業務

　　　詳細は「入札説明書」によります。

２ 　競争参加資格
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　 　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 　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 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「廃棄物関連業務」、種目

「産業廃棄物収集」で登録されていること。

　⑸ 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２

条第２号に規定する暴力団ではないこと。

　⑹ 　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と認め

られないこと。

　⑺ 　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を受けていること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書、産業廃棄物収集運搬業許可

証の写し及び役員等氏名一覧表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

　　　〒210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　 川崎市役所　市民文化局市民生活部地域安全推進

課　担当：中込

　　　電　話　044－200－3839（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3869

　　　電子メール　25tiiki@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10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。

　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

　 　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、自動的に電子メールで配信されます。

　⑴ 　日時

　　　 令和３年２月18日（木）　午後１時から午後５時

まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　上記３により、一般競争参加入札参加資格確認申

請書を提出した者に無償で入札説明書を交付しま

す。また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵

の期間で縦覧に供します。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、確認通知書と一括して自動的に電

子メールで配信します。

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）午前10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。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　25tiiki@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3869

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月24日（水）に、全社あてに文書（電

子メールまたはＦＡＸ）で送付します。

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 　入札は廃棄物の収集運搬の単価（税抜き）で行

ないます。また、この金額には委託業務実施に際

して必要となる各種工事・設定・手続き等に係る

一切の費用を含むものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封

入して持参してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月２日（火）

　　　　　　　　　午後３時00分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　　　　　　川崎フロンティアビル９階

　　　　　　　　　市民文化局会議室
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　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

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　　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

　　　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、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。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　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、役員等氏

名一覧表及び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248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年度川崎市長記者会見動画配信

業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期限　令和３年４月１日から令和４年３月31日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に業種

「その他」種目「その他」に搭載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・「入札情報かわさき」

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

　　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

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　報道担当

　　　電　話　044－200－2355

　　　ＦＡＸ　044－200－3901

　　　E-mail　17hodo@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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　 　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　 令和３年２月24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
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電子メールのアドレスを登録した場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はＦＡ

Ｘで送付した場合は、送付した旨を３⑴の問合せ先

に電話にて御連絡ください。また、郵送の場合は５

⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２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。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札金額は、１回あたりの単価（税抜き）を入

札書に記載してください。

　　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。

　　ウ 　契約単価金額は、アの入札金額と同額とします。

　　エ 　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12日（金）午後１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11階第１会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（ＵＲＬは３に記載）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に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じとします。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第249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　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 藤崎小学校外壁塗装改修その他その２工事

履行場所 川崎市川崎区藤崎３丁目２番１号

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「塗装」種目「塗装」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

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

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

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

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

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

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

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

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

万円）未満となった場合は専任を要しません。

　　 　なお、本工事に監理技術者補佐を専任で配置する場合は、当該配置予定監理技術者は、２現

場までの兼任を可とします。

⑽ 　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネット

メーカー発行の認定証を有すること。

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22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。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市公告第250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年度教育活動サポーター配置事

業実施委託

　⑵ 　履行場所　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

日まで

　⑷ 　委託概要

　　 　児童生徒へのきめ細やかな学習支援・相談を充実

させ、学校における教育活動を支援し、教職員の指

導力の一層の向上、学びの場としての学校づくり、

教育環境・学校支援策の整備を図ることを目的とし

て配置する教育活動サポーター配置に係る業務。詳

細は仕様書によります。

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「その他業務」種目「その

他」で登録されている者。

　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

　　〒213－8570

　　川崎市高津区下作延２－８－１高津区役所３階

　　 川崎市教育委員会事務局学校教育部高津区・教育担

当　能瀬担当

　　電　話：044－861－3331

　　ＦＡＸ：044－861－5624

　　電子メール：88takkyo@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書、入札説明書の配

布・提出先

　 　一般競争入札参加資格確認申請書及び入札説明書を

配布します。

　 　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加資格確認申請書の提出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（ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除

く）９：00から17：00まで（ただし、12：00から

13：00を除く）

　⑵ 　配布場所

　　　上記３に同じ

　　　 また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

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

html）において、本件の「入札公表情報詳細」の

ページからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出場所

　　　上記３に同じ

　⑷ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑸ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送の場合、上記４⑴の提出期間

に上記４⑶の提出場所に到着する必要があります。）

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入札参加

資格があると認められた者には、一般競争入札参加資

格確認通知書を令和３・４年度川崎市業務委託有資格

業者名簿に登録している電子メールアドレスに令和３

年２月24日（水）に送付します。

６ 　仕様書等に関する質問・回答

　 　仕様書等の内容に関して質問がある場合は入札説明

書に添付の「質問書」の様式に記入し送付してくださ

い。

　⑴ 　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

　⑵ 　質問書の提出方法

　　 　電子メールで受け付けます。上記３の電子メール

アドレスあて送付してください。

　⑶ 　質問に対する回答

　　 　回答は令和３年３月２日（火）までに、当該競争

入札参加資格を有するすべての者に上記５の電子メ

ールアドレスに送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２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ついて虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　 　入札は総価で行います。入札書に記載する金額に

は消費税額及び地方消費税額を含まないものとしま

す。なお、入札書に記載の金額に100分の10に相当

する額を加算した金額を契約金額とします。

　⑵ 　入札の日時・場所等
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　　 　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵

送による入札とします。

　　ア 　提出期間　 令和３年２月24日（水）から令和３

年３月８日（月）

　　イ 　提出場所　上記３に同じ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　封筒に所定の入札書を入れて封印し、封筒の表面

に「令和３年度教育活動サポーター配置事業実施委

託入札書在中」と明記し、必ず書留郵便により送付

してください。

　　 　入札書は上記８⑵の提出期間に提出場所に到着す

る必要があります。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　ア 　開札日時　令和３年３月９日（火）９：00

　　イ 　開札場所　上記３に同じ

　　　 　入札参加者は来庁不要です。入札結果は開札

後、速やかにお知らせします。

　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14条の規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 　再度入札等の実施

　　 　落札者がいない場合、又は最低の価格をもって有

効な入札を行った者が２者以上ありくじによる落札

者を決定する場合は入札参加者へ連絡の上実施しま

す。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市契約規則第33条各号に該当する場合は免除します。

　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

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」において閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、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 　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251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年度川崎市立小学校における移動動物園実

施業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立小学校

　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 　概　　要

　　 　希望する川崎市立小学校（以下「各学校」とい

う。）に対し、動物等を搬入し、児童が動物と接す

る機会を提供する。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。川

崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名

停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」（種目「そ

の他」で登録されている者。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川

崎市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） に お い

て、本件の「入札公表情報詳細」のページからダウン

ロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　　　海野担当
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　　　電　話　044－200－3329

　　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　　電子メール　88sidou@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

　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　郵送又は持参とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、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、確認通知書

を令和３年２月19日（金）までに送付します。なお、

当該委任先メールアドレスを登録していない者にはＦ

ＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の様式

　　　 　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 　質問受付期間

　　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年２月26日

（金）まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）

　　ウ 　質問受付方法

　　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　　電子メールおよびＦＡＸ番号は３　⑴ 　と同じ

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年３月３日（水）

　　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。

　　　 　なお、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、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。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は移動動物園事業を各校で実施する１回分

の単価（税抜き）で行います。また、この金額に

は委託事業実施に際して必要となる一切の費用を

含むものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封

入して持参してください。（ただし、郵送のみと

する場合があります。）

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月８日（月）午後２時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎　12階会議室

　　　　　　　　　住所　川崎市川崎区東田町５－４

　⑶ 　入札の提出方法

　　 　持参とします。（ただし、郵送のみとする場合が

あります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の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。

　⑺ 　再度入札

　　 　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

者心得の規定で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

　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
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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 　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照会窓口は３⑴に同じ

です。

　⑷ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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252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年度川崎市立川崎総合科学高等学校情報図

書館運用業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立川崎総合科学高等学校

　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 　概　　要

　　 　川崎市立川崎総合科学高等学校（以下「高校」と

いう。）内に設置される図書館メディアセンター（以

下「情報図書館」という。）を、周辺住民への文化

的サービスの向上を目的として広く一般に開放する

ことに伴い、情報図書館の正常かつ円滑な運用を図

るため、情報図書館の受付、蔵書管理及び関連情報

機器の操作支援等を実施する。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。川

崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名

停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」（種目「そ

の他」で登録されている者。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書等は、３⑴の場所で配布しています。また、川

崎市のホームページ「入札情報かわさき」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） に お い

て、本件の「入札公表情報詳細」のページからダウン

ロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　　　海野担当

　　　電　話　044－200－3329

　　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　　電子メール　88sidou@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

　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、

午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）

　⑶ 　提出書類

　　　競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　郵送又は持参とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、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、確認通知書

を令和３年２月19日（金）までに送付します。なお、

当該委任先メールアドレスを登録していない者にはＦ

ＡＸで送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の様式

　　　 　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 　質問受付期間

　　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年２月26日

（金）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）
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　　ウ 　質問受付方法

　　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。

　　　　電子メールおよびＦＡＸ番号は３⑴と同じ

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年３月３日（水）

　　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。

　　　　なお、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、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。

７ 　入札手続等

　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。なお、この金額には、契約期間の各種業務等

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ます。入札者

は、見積った契約希望金額から消費税及び地方消

費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載し

てください。なお、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。また、代表者以外の方が代理で入札す

る場合は、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。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月８日（月）午後４時00分

　　イ 　入札場所　川崎市役所第３庁舎　12階会議室

　　　　　　　　　住所　川崎市川崎区東田町５－４

　⑶ 　入札の提出方法

　　　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。

　⑺ 　再度入札

　　 　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

者心得の規定で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

　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 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ

です。

　⑷ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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253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年度自立支援医療（精神通院医療）申請書

類等確認業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局医療保険部国民年金・福祉医療課　ほか

　⑶ 　履行期限

　　　令和４年３月31日

　⑷ 　業務概要

　　　別紙仕様書のとおり
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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（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「電算関連業務」で種目

「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

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　過去５年以内に本市又は他官公庁において類似の

契約実績が３年以上あること。

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

　　　障害者医療担当　福島・吉見

　　　電　話：044－200－3196

　　　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19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、休庁日を除きま

す。）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出して資格が

確認された者には、次により一般競争入札参加資格確

認通知書及び入札説明書を交付します。

　⑴ 　交付場所及び問合せ先

　　　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。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、電子メールで送付します。

　⑶ 　入札説明書の閲覧

　　 　入札説明書は３⑴の場所において令和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（休庁日を除く午前９時から正午まで及び午

後１時から午後５時まで）。

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10日（水）の午前９時から令和３年

２月19日（金）の午後５時までとします。

　⑶ 　問合せ方法

　　　電子メールにて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月24日（水）ま

でに、全社宛てに電子メールにて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、入札単価にこちらが提示した想定枚数

をかけた金額の総額で行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。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 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額をもって落札価格とするので、入札書には

消費税及び地方消費税を抜いた金額を記載してく

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８日（月）　午後２時

　　イ 　入札場所　〒210－0005

　　　　　　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　　　パレール三井ビル12階　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

　　 　「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。
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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、一般競争入札

参加資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参し

てください。

　 　入札及び開札に立ち会う者は、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　３　⑴ 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第254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年度上半期　川崎・幸区広報紙

ポスティング業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区及び幸区

　⑶ 　履行期限　契約締結の日から令和３年11月30日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿に業種「その他業務」種目「その他」に

登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・「入札情報かわさき」

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

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　広報担当

　　　電　話　044－200－2287

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　令和３年２月24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た場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）まで
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　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はＦＡ

Ｘ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５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２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。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、入札書に所定の積算

内訳書をホチキスで留めて割り印をし入札してく

ださい。

　　イ 　入札は①市政だよりの１部当たりのポスティン

グ単価に配布予定部数（21万部×６回）を乗じた

金額、②議会かわさき５月１日号の１部当たりの

ポスティング単価に配布予定部数（21万部×１

回）を乗じた金額、③議会かわさき９月１日号の

１部当たりのポスティング単価に配布予定部数

（21万部×１回）を乗じた金額の総合計（消費税

額及び地方消費税額を含まない。）で行います。

　　ウ 　契約単価金額は、積算内訳書に記入した１部当

たりの各ポスティング単価とします。

　　エ 　１部当たりの単価は、小数点２桁までとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和３年３月11日（木）午後１時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　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。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未

満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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」（ＵＲＬは３に記載）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に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第255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　「かわさき生活ガイド」掲載業務委託

　⑵ 　履行場所　本市が指定する場所

　⑶ 　履行期限　 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

　 　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年度業務委託有資

格業者名簿に業種「99その他業務」種目「その他」

に搭載されていること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・「入札情報かわさき」

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

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　広報担当

　　　電　話　044－200－2281

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@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

　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　令和３年２月24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た場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26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 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はＦＡ

Ｘ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５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２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。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月11日（木）午前11時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。
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　　 　ただし、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 　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。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（ＵＲＬは３に記載）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に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第256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年度上半期　中原・高津・宮前

区広報紙ポスティング業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市中原区、高津区、宮前区

　⑶ 　履行期限　契約締結の日から令和３年11月30日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿に業種「その他業務」種目「その他」に

登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・「入札情報かわさき」

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

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　広報担当

　　　電　話　044－200－2287

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　 令和３年２月24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た場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26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 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法
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　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はＦＡ

Ｘ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５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２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。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、入札書に所定の積算

内訳書をホチキスで留めて割り印をし入札してく

ださい。

　　イ 　入札は①市政だよりの１部当たりのポスティン

グ単価に配布予定部数（35万部×６回）を乗じた

金額、②議会かわさき５月１日号の１部当たりの

ポスティング単価に配布予定部数（35万部×１

回）を乗じた金額、③議会かわさき９月１日号の

１部当たりのポスティング単価に配布予定部数

（35万部×１回）を乗じた金額の総合計（消費税

額及び地方消費税額を含まない。）で行います。

　　ウ 　契約単価金額は、積算内訳書に記入した１部当

たりの各ポスティング単価とします。

　　エ 　１部当たりの単価は、小数点２桁までとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月11日（木）午後２時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　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。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未

満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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」（ＵＲＬは３に記載）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に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第257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年度上半期　多摩・麻生区広報

紙ポスティング業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区及び麻生区

　⑶ 　履行期限　契約締結の日から令和３年11月30日

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿に業種「その他業務」種目「その他」に

登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・「入札情報かわさき」

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

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　広報担当

　　　電　話　044－200－2287

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　 令和３年２月24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た場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26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 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はＦＡ

Ｘ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５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２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。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、入札書に所定の積算

内訳書をホチキスで留めて割り印をし入札してく

ださい。

　　イ 　入札は①市政だよりの１部当たりのポスティン

グ単価に配布予定部数（19万３千部×６回）を乗

じた金額、②議会かわさき５月１日号の１部当

たりのポスティング単価に配布　予定部数（19

万３千部×１回）を乗じた金額、③議会かわさき

９月１日号の１部当たりのポスティング単価に配

布予定部数（19万３千部×１回）を乗じた金額の

総合計（消費税額及び地方消費税額を含まない。）

で行います。

　　ウ 　契約単価金額は、積算内訳書に記入した１部当

たりの各ポスティング単価とします。

　　エ 　１部当たりの単価は、小数点２桁までとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月11日（木）午後３時30分

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効
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　　 　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 　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。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未

満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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」（ＵＲＬは３に記載）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に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第258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　 市政だよりの仕分け、梱包及び送達業

務委託

　⑵ 　履行場所　市内全域及び一部市外

　⑶ 　履行期限　契約締結の日から令和４年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」に搭載されて

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

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・「入札情報かわさき」

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

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　広報担当

　　　電　話　044－200－2283

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　 令和３年２月24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た場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26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 　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。
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持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はＦＡ

Ｘ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５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２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。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月11日（木）午前10時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺ 　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。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未

満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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」（ＵＲＬは３に記載）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に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第259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　市政だより21日号新聞折込み委託

　⑵ 　履行場所　市内全域

　⑶ 　履行期限　契約締結の日から令和３年４月30日まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿に業種「その他」種目「その他」に搭載

されていること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」又は次

の配布・提出場所において、一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書
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を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　・「入札情報かわさき」

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

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　広報担当

　　　電　話　044－200－2283

　　　ＦＡＸ　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　 令和３年２月24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た場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26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 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。

持参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はＦＡ

Ｘ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５⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２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。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は単価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月11日（木）午前11時

　　イ 　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎11階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

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 　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。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金
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　　 　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未

満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、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」（ＵＲＬは３に記載）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に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第260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　 かわさき新産業創造センターほか５施

設電灯設備調査業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市幸区新川崎７－７ 　ほか５か所

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年３月31日まで

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 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「設備設計」種目「電気設備設計」、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 　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 　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

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

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　　（川崎市役所第３庁舎17階）鈴木、久保田

　　　電　話　044－200－2178

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

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

　　　「入札情報かわさき」

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

　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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

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18日（木）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年２月18

日（木）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付及び閲覧

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該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３⑴の場所で提出日から令和３年２月18日（木）午

後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出

期間において閲覧に供します。

６ 　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。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札参加申込書の配布と同じ　

　　イ 　質問書の提出場所
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　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで

　　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く）

　　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　（ア）持参

　　（イ）ＦＡＸ

　　（ウ）メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－2178

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月25日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、平成31・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で送付又は３⑴の場所で配布し

ます。

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月２日（火）午後１時30分

　　　　入札書の提出場所

　　　　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　第３会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　 　入札書の提出期限　 令和３年３月１日（月）午

後５時必着

　　　　入札書の提出場所　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の所

管課に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アに同じ

　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制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　この委託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 　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 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第261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　 西高津中学校ほか８施設電灯設備調査

業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市高津区久地１－10－１
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　　　　　　　　ほか８か所

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年３月31日まで

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 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「設備設計」種目「電気設備設計」、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 　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 　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

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

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　　（川崎市役所第３庁舎17階）鈴木、久保田

　　　電　話　044－200－2178

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

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

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

　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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

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18日（木）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年２月18

日（木）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付及び閲覧

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該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３⑴の場所で提出日から令和３年２月18日（木）午

後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出

期間において閲覧に供します。

６ 　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。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札参加申込書の配布と同じ

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く）

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　（ア）持参

　　（イ）ＦＡＸ

　　（ウ）メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－2178

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月25日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、平成31・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
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ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　令和３年３月３日（水）

　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　　　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎12階

　　　　　　　　　　　　　会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和３年３月１日（月）

　　　　　　　　　　　　　午後５時必着

　　　　入札書の提出場所　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の所

管課に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アに同じ

　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制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　この委託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 　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 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第262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　 南菅中学校ほか５施設電灯設備調査業

務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市多摩区菅馬場４－１－１

　　　　　　　　ほか５か所

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年３月31日まで

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 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「設備設計」種目「電気設備設計」、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 　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 　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

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

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　　（川崎市役所第３庁舎17階）鈴木、久保田

　　　電　話　044－200－2178

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札
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関係書類は、インターネットからもダウンロードす

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

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

　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

　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

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18日（木）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年２月18

日（木）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付及び閲覧

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該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３⑴の場所で提出日から令和３年２月18日（木）午

後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出

期間において閲覧に供します。

６ 　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。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札参加申込書の配布と同じ

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで

　　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く）

　　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　（ア）持参

　　（イ）ＦＡＸ

　　（ウ）メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－2178

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月25日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、平成31・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で送付又は３⑴の場所で配布し

ます。

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　令和３年３月３日（水）

　　　　　　　　　　　　　午後１時30分

　　　　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎12階

　　　　　　　　　　　　　会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和３年３月１日（月）

　　　　　　　　　　　　　午後５時必着

　　　　入札書の提出場所　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の所
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管課に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アに同じ

　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制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　この委託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 　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 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第263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　 港湾振興会館ほか13施設電灯設備調査

業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市川崎区東扇島38－１ほか13か所

　⑶ 　履行期間　契約日から令和３年３月31日まで

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 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「設備設計」種目「電気設備設計」、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 　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 　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

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

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市環境局地球環境推進室

　　　（川崎市役所第３庁舎17階）鈴木、久保田

　　　電　話　044－200－2178

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

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

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

　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

　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

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18日（木）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和３年２月18

日（木）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付及び閲覧

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該委任先メールアドレスに送付します。な
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お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は３⑴の場所で提出日から令和３年２月18日（木）午

後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出

期間において閲覧に供します。

６ 　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。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札参加申込書の配布と同じ

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ 　質問書の提出期間

　　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで

　　　　 （ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く）

　　　　 午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）

　　エ 　質問書の提出方法

　　（ア）持参

　　（イ）ＦＡＸ

　　（ウ）メール

　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場合

は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願いま

す。

　　　　　電　話　044－200－2178

　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月25日（木）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、平成31・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で送付又は３⑴の場所で配布し

ます。

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　　　入札書の提出日時　令和３年３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　　午前10時00分

　　　　入札書の提出場所　川崎市役所第３庁舎15階

　　　　　　　　　　　　　第３会議室

　　イ 　郵送による入札の場合

　　　　入札書の提出期限　令和３年３月１日（月）

　　　　　　　　　　　　　午後５時必着

　　　　入札書の提出場所　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の所

管課に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴アに同じ

　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制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html）の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　この委託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 　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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　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　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第264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

　　　川崎駅中央通路等周辺施設保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内

　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 　業務概要

　　 　川崎駅中央通路、川崎駅北口通路、川崎駅北口通

路西側デッキ、川崎駅西口駅前ペデストリアンデッ

キについて、安全かつ快適な環境を維持するため、

施設・設備の保守点検等を行う。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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」又は「準市内」

で登録され、業種「施設維持管理」種目「電気・機

械設備保守点検」で登録されていること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

　 　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 　配付場所

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑵ 　配布開始日

　　　令和３年２月10日（水）

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。

　⑷ 　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14階

　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課

　　　電　話：044－200－2821

　⑸ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）

　　 　なお、郵送による提出の場合は、令和３年２月19

日（金）午後５時00分必着とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競

争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和３年２月

26日（金）までに、令和３・４年度川崎市競争入札参

加資格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付

します。なお、メールアドレスを登録していない者に

ついては、ＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　ア 　電子メールの場合

　　（ア）質問書の送付先

　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp

　　　　※ 　件名を「【質問書】川崎駅中央通路等周辺

施設保守点検業務委託」としてください。

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで

　　イ 　持参の場合

　　（ア）質問書の提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年３月８日（月）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に

て回答書を送付します。なお、メールアドレスを登

録していない者については、ＦＡＸで送付します。

また、この入札の参加資格を満たしていない者から

の質問に関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、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、一般競争入札参加資格を喪失します。
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７ 　入札手続等

　⑴ 　提出書類

　　ア 　入札書

　　イ 　委任状（代表者以外の方が持参により提出する

場合のみ。）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期間

　　　　 　令和３年３月９日（火）から令和３年３月16

日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　　（イ）提出場所

　　　　 　上記３⑷と同じ

　　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15日（月）午後５時00分　必着

　　（イ）提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　　　※ 　持参、郵送いずれの場合においても、封筒

に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に

上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し

てください。また、郵送の場合には、必ず書

留郵便により送付してください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月17日（水）午前９時00分

　　イ 　場所

　　　　上記３⑷と同じ

　　　※ 　開札は市職員のみで実施するため、集合して

いただく必要はありません。開札結果について

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

において公表します。

　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 　再度入札又はくじ引きの実施

　　 　開札の結果、落札者がいない場合、又は落札とな

るべき入札者が２者以上ある場合は、令和３年３月

18日（木）に再度入札又はくじ引きを行います。な

お、実施に当たっては、電話・電子メールにより対

象者に連絡します。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、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に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から、「特定工事請負契

約及び特定業務委託契約に関する手引」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 　この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等の

定めるところによります。

　⑶ 　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第265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

　　　 武蔵溝ノ口駅南北自由通路等周辺施設ほか２か所

保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－950－

　　　川崎市高津区溝口１丁目２番地先ほか２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 　業務概要

　　 　武蔵溝ノ口駅南北自由通路、登戸駅南北自由通

路、新百合ヶ丘駅北口連絡通路等について、安全か

つ快適な環境を維持するため、施設・設備の保守点

検等を行う。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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、

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」で登録されていること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

　 　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 　配付場所

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑵ 　配布開始日

　　　令和３年２月10日（水）

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。

　⑷ 　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14階

　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課

　　　電　話：044－200－2821

　⑸ 　受付期間

　　　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く。）

　　　 午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）

　　　 なお、郵送による提出の場合は、令和３年２月19

日（金）午後５時00分必着とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競

争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和３年２月

26日（金）までに、令和３・４年度川崎市競争入札参

加資格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付

します。なお、メールアドレスを登録していない者に

ついては、ＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　ア 　電子メールの場合

　　（ア）質問書の送付先

　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp

　　　　※ 　件名を「【質問書】武蔵溝ノ口駅南北自由

通路等周辺施設ほか２か所保守点検業務委

託」としてください。

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで

　　イ 　持参の場合

　　（ア）質問書の提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年３月８日（月）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に

て回答書を送付します。なお、メールアドレスを登

録していない者については、ＦＡＸで送付します。

また、この入札の参加資格を満たしていない者から

の質問に関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、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、一般競争入札参加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　提出書類

　　ア 　入札書

　　イ 　委任状（代表者以外の方が持参により提出する

場合のみ。）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア ）入札書の提出期間

　　　　 　令和３年３月９日（火）から令和３年３月16

日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）
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　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　　（イ）提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　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15日（月）午後５時00分　必着

　　（イ）提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　　　※ 　持参、郵送いずれの場合においても、封筒

に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に

上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し

てください。また、郵送の場合には、必ず書

留郵便により送付してください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月17日（水）午前９時30分

　　イ 　場所

　　　　上記３　⑷ 　と同じ

　　　※ 　開札は市職員のみで実施するため、集合して

いただく必要はありません。開札結果について

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

において公表します。

　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 　再度入札又はくじ引きの実施

　　 　開札の結果、落札者がいない場合、又は落札とな

るべき入札者が２者以上ある場合は、令和３年３月

18日（木）に再度入札又はくじ引きを行います。な

お、実施に当たっては、電話・電子メールにより対

象者に連絡します。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、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に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から、「特定工事請負契

約及び特定業務委託契約に関する手引」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 　この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等の

定めるところによります。

　⑶ 　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第266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

　　　高架下照明等保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内一円

　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

　　 　高架下、地下通路等の照明について、巡視、補修

等の保守点検を行い、安全かつ快適な環境を維持す

る。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

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

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録され、

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」で登録されていること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

　 　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 　配付場所

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑵ 　配布開始日

　　　令和３年２月10日（水）

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。

　⑷ 　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14階

　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課

　　　電　話：044－200－2821

　⑸ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）

　　 　なお、郵送による提出の場合は、令和３年２月19

日（金）午後５時00分必着とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競

争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和３年２月

26日（金）までに、令和３・４年度川崎市競争入札参

加資格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付

します。なお、メールアドレスを登録していない者に

ついては、ＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　ア 　電子メールの場合

　　（ア）質問書の送付先

　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp

　　　　※ 　件名を「【質問書】高架下照明等保守点検

業務委託」としてください。

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで

　　イ 　持参の場合

　　（ア）質問書の提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年３月８日（月）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に

て回答書を送付します。なお、メールアドレスを登

録していない者については、ＦＡＸで送付します。

また、この入札の参加資格を満たしていない者から

の質問に関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、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、一般競争入札参加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　提出書類

　　ア 　入札書

　　イ 　委任状（代表者以外の方が持参により提出する

場合のみ。）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期間

　　　　 　令和３年３月９日（火）から令和３年３月16

日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　　（イ）提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　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15日（月）午後５時00分　必着

　　（イ）提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　　　※ 　持参、郵送いずれの場合においても、封筒

に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に

上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し

てください。また、郵送の場合には、必ず書

留郵便により送付してください。

　⑶ 　入札保証金
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　　　免除とします。

　⑷ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月17日（水）午前10時00分

　　イ 　場所

　　　　上記３⑷と同じ

　　　※ 　開札は市職員のみで実施するため、集合して

いただく必要はありません。開札結果について

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

において公表します。

　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 　再度入札又はくじ引きの実施

　　 　開札の結果、落札者がいない場合、又は落札とな

るべき入札者が２者以上ある場合は、令和３年３月

18日（木）に再度入札又はくじ引きを行います。な

お、実施に当たっては、電話・電子メールにより対

象者に連絡します。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　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 　この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等の

定めるところによります。

　⑶ 　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第267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

　　　大師橋航空障害灯保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区大師河原１丁目地内

　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 　業務概要

　　 　大師橋の橋脚上に設置されている航空障害灯につ

いて、巡視、部品交換等の保守点検を行い、航空機

空路の安全確保に努める。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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、

業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点

検」で登録されていること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

　 　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 　配付場所

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑵ 　配布開始日

　　　令和３年２月10日（水）

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）とします。

　⑷ 　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14階

　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部道路施設課

　　　電　話：044－200－2821

　⑸ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日
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（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午から午

後１時00分までを除く。）

　　 　なお、郵送による提出の場合は、令和３年２月19

日（金）午後５時00分必着とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競

争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和３年２月

26日（金）までに、令和３・４年度川崎市競争入札参

加資格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付

します。なお、メールアドレスを登録していない者に

ついては、ＦＡＸで送付します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　ア 　電子メールの場合

　　（ア）質問書の送付先

　　　　　53dousi@city.kawasaki.jp

　　　　※ 　件名を「【質問書】大師橋航空障害灯保守

点検業務委託」としてください。

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで

　　イ 　持参の場合

　　（ア）質問書の提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　（イ）質問書の受付期間

　　　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月３

日（水）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　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ページからダウンロード

してください。

　⑶ 　回答方法

　　 　令和３年３月８日（月）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に

て回答書を送付します。なお、メールアドレスを登

録していない者については、ＦＡＸで送付します。

また、この入札の参加資格を満たしていない者から

の質問に関しては回答しません。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、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、一般競争入札参加資格を喪失します。

７ 　入札手続等

　⑴ 　提出書類

　　ア 　入札書

　　イ 　委任状（代表者以外の方が持参により提出する

場合のみ。）

　⑵ 　入札方法

　　ア 　持参による入札の場合

　　（ア）入札書の提出期間

　　　　 　令和３年３月９日（火）から令和３年３月16

日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　　　 　午前９時00分から午後５時00分まで（正午か

ら午後１時00分までを除く。）

　　（イ）提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　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15日（月）午後５時00分　必着

　　（イ）提出場所

　　　　　上記３⑷と同じ

　　　　※ 　持参、郵送いずれの場合においても、封筒

に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に

上記１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し

てください。また、郵送の場合には、必ず書

留郵便により送付してください。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月17日（水）午前10時30分

　　イ 　場所

　　　　上記３⑷と同じ

　　　※ 　開札は市職員のみで実施するため、集合して

いただく必要はありません。開札結果について

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

において公表します。

　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 　再度入札又はくじ引きの実施

　　 　開札の結果、落札者がいない場合、又は落札とな

るべき入札者が２者以上ある場合は、令和３年３月

18日（木）に再度入札又はくじ引きを行います。な

お、実施に当たっては、電話・電子メールにより対

象者に連絡します。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
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れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

９ 　その他

　⑴ 　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 　この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等の

定めるところによります。

　⑶ 　この公告に関する問合せ先は、上記３⑷に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第268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年度教職員採用候補者等健康診

断実施委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市が指定する場所及び受託者の健

診施設

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日

　⑷ 　委託概要　教職員採用時の健康診断の実施

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「医療関連」で登録されている者。

　⑷ 　川崎市若しくはその他官公庁で、類似の契約履行

実績がある者。

　⑸ 　施設健診及び巡回健診により採用時健康診断業務

を受託できる者。

　⑹ 　施設健診においては、受診できる健診施設を川崎

市教育委員会事務局から概ね30分以内で移動できる

場所に持つ者。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命川崎ビル２階

　　　教育委員会事務局職員部教職員人事課　細谷

　　　電話　044－200－3843（直通）

　　※ 　入札参加申込書等は当課ホームページからダウ

ンロードし、お使いいただいても構いません。

　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17日

（水）まで（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　　　 午前８時30分から午後５時（ただし、正午から午

後１時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　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及び入札説明書等の交

付

　 　入札参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

められた者には、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及び入札説明書等を申請

申込締切日翌日に送付します。なお、当該委任先メー

ルアドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付しま

す。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の配布・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

　　　 　午前８時30分から午後５時（ただし、持参の場
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合は正午から午後１時を除く）

　　ウ 　質問書の提出方法

　　　　持参又は電子メールとします。

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年２月24日（水）

　　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、全ての入札参加者宛てに、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。

　　　 　なお、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、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。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参とします。

　⑵ 　入札書の提出日時・場所

　　　提出日時　令和３年２月26日（金）午後３時00分

　　　提出場所　川崎市川崎区宮本町６

　　　　　　　　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

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時・場所

　　　７⑵に同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　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照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第269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

　　　 新型コロナウイルスＰＣＲ検査等の検体等搬送業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　宮前区内他

　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 　業務概要

　　 　宮前区役所地域みまもり支援センター衛生課が指

定する新型コロナウイルス等感染症対策事業等に係

る検体等の対象事業所間及び区内個人宅間の搬送業

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

託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」に登載されていること。

　⑷ 　「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、
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幅及び厚さの合計が73センチを超え、又は重量が４

ｋｇを超える信書便物を送達する役務）」を有する

こと。

　⑸ 　宮前区役所（川崎市宮前区宮前平２－20－５）ま

での直線距離が15ｋｍ以内の場所に本社もしくは事

業所・営業所等を有すること。

　⑹ 　平成28年度以降で官公庁又は民間において、同様

の運搬業務委託で同規模の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　宮前区役所地域ケア推進課　佐々木担当

　　　電　話　044－856－3281

　　　ＦＡＸ　044－856－3237

　　　E-mail　69keasui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）午後５時までの下記の時間。

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。ただし、土日、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

　　　 　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」から当該案件を検索

してください。）

　　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 　入札説明書等の交付

　 　入札説明書及び仕様書は上記３⑴の場所において、

３⑵の期間で縦覧に供するとともに、希望者には無償

で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、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26日（金）

までに送付します。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２に定める入札参加資格を満たさなくなった

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年３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、土日、祝日を除く。

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、上記３⑴まで持参（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、土日、

祝日を除く。）、ＦＡＸ番号又は電子メールアドレス

あて送付してください。

　　 　また、「質問書」送付後、送付した旨を上記３⑴

の担当あて連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年３月４日（木）ま

でに、競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて

回答します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ 　入札日時

　　　　令和３年３月８日（月）午前10時00分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　　宮前区役所４階大会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　上記８⑴イと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　上記８⑴ウと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。
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９ 　　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、上記３⑴の場所及び川崎市ホームペ

ージの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

10 　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 　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、上記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270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年度土木工事資材価格調査委託

　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 　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年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「調査・測定」種目「市場

調査」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年以内に本市又は他官公庁において土木工

事資材価格調査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

　　　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２月10日（水）から令和３年２月17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 　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

「委託」の委任先メールアドレスに、令和３年２月24

日（水）までに一般競争入札参加資格確認通知書を送

付します。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24日（水）から令和３年３月２日

（火）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
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　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、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３月８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３月11日（木）　15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

　　 　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第271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　大型複合機の賃貸借及び保守契約

　⑵ 　履行場所　 建設緑政局南部都市基盤整備事務所及

び北部都市基盤整備事務所

　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
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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

　　　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２月10日（水）から令和３年２月17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 　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24日（水）までに一般競争入札参

加資格確認通知書を送付します。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24日（水）から令和３年３月２日

（火）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３月８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３月11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
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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。

　　　───────────────────

川崎市公告第272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年度生活保護費警備輸送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない

こと。

　⑵ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受

けていること。

　⑶ 　入札期日において、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」

に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　確実に業務完了に至ること。

　⑹ 　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に

よる運送業務の資格を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　担当　中島・加藤

　　　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）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）

　　ウ 　貨物自動車運送事業法で定める貨物自動車運送

事業の許可を受けていることを証明できる書類

（原本の写し）

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出し、一般競

争入札参加資格があると認めた者には、次により、競

争入札参加資格確認通知書を交付します。なお、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

メールにより配信されます。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　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15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は、３⑴の場所において、令和

３年２月18日（木）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 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月18日（木）から令和３年２月22日

（月）（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、３⑴のＦＡＸ番

号又はE-mailアドレス宛て送付してください。な

お、その際には、質問書を送付した旨を担当まで御

連絡ください。
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　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月25日（木）に、

ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額

　　 　委託契約金額（税抜き）を入札金額として行いま

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。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１日（月）

　　　　　　　　　午後１時30分

　　イ 　場　　所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　　　パレール三井ビル13階

　　　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　　　　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

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

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状を事前

に提出してください。また、開札には一般競争参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

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会わな

いものを除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセント。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　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。

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

　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の予算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第273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年度生活保護費支給に係る警備輸送業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　　入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第

28号）第２条の規定に基づく資格停止期間中でない

こと。

　⑵ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を受

けていること。

　⑶ 　入札期日において、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」

に登載されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　確実に業務完了に至ること。

　⑹ 　貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に

よる運送業務の資格を有すること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８

　　　パレール三井ビル13階

　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　担当　中島・加藤

　　　電　話　044－200－2643

　　　ＦＡＸ　044－200－3929

　　　E-mail　40hogo@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）

　⑶ 　提出方法　持参に限る。

　⑷ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　警備業法で定める都道府県公安委員会の認定を

受けていることを証明できる書類（原本の写し）

　　ウ 　貨物自動車運送事業法で定める貨物自動車運送

事業の許可を受けていることを証明できる書類

（原本の写し）

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ 　競争参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出し、一般競

争入札参加資格があると認めた者には、次により、競

争入札参加資格確認通知書を交付します。なお、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

メールにより配信されます。

　⑴ 　場所　３⑴に同じ

　⑵ 　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15分まで

　⑶ 　その他

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付の際に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　 　また、入札説明書は、３⑴の場所において、令和

３年２月18日（木）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 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月18日（木）から令和３年２月22日

（月）（土曜日、日曜日及び休日を除く、毎日午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の質問書にて、３⑴のＦＡＸ番

号又はE-mailアドレス宛て送付してください。な

お、その際には、質問書を送付した旨を担当まで御

連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月25日（木）に、

ＦＡＸ又は電子メールにて全社宛て送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、開札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、競争参

加資格を喪失します。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札金額

　　 　委託契約金額（税抜き）を入札金額として行いま

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。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１日（月）

　　　　　　　　　午後２時00分

　　イ 　場　　所　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　　　パレール三井ビル13階　

　　　　　　　　　健康福祉局生活保護・自立支援室

　　　　　　　　　会議室

　⑶ 　入札保証金　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

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

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任状を事前

に提出してください。また、開札には一般競争参加資

格確認通知書を必ず持参してください。

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会わな

いものを除きます。

10 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書作成の要否　要

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約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。
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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

　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の予算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第274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

　　　川崎市議会委員会等インターネット中継業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市議会議会局指定場所

　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

　　 　川崎市議会の各委員会室で行われる常任委員会、

議会運営委員会、決算審査特別委員会分科会、大都

市税財政制度調査特別委員会等の生中継及び録画中

継映像のインターネット配信。詳細は「川崎市議会

委員会等インターネット中継業務委託仕様書」によ

ります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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。

　⑷ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

委託しないこと。また、競争入札参加申込書にて、

主要な部分を除き一部再委託を申請する場合は、再

委託確認書を提出すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部広報・報道担当　綾部

　　　電話　044－200－3377

　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

　　 　土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札公表及び仕様書等の縦覧等

　 　入札公表及び仕様書等は、上記３⑴の場所において

縦覧に供します。期間については上記３⑵に同じです。

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/page/0000089770.

html）

　 　（入札公表の「委託」の欄の「財政局」をクリック

し、検索してください。）

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　入札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「委託」

の委任先メールアドレスに令和３年２月19日（金）に

入札説明書及び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、同日の午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時までに上記３⑴の場所におい

て入札説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部広報・報道担当　綾部

　　　電話　044－200－3377

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年２月26日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　所定の「質問書」の様式により、提出してくださ

い。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98kouhou@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２日（火）に参加資格を有する全者

に文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類に
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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、紙入札方式とし、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

に封印してください。

　　イ 　入札は12か月の総額（消費税額及び地方消費税

額を含まない。）で行います。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　令和３年３月５日（金）午前11時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規程」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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275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

　　　川崎市議会委員会室映像機器定期点検保守業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市議会議会局指定場所

　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

　　 　川崎市議会の各委員会室で行われる会議でインタ

ーネット中継の実施に当たって必要となる映像機器

等の保守管理。詳細は「川崎市議会委員会室映像機

器定期点検保守業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」に登載されていること。

　⑷ 　業務の全部を一括して又は主要な部分を第三者に

委託しないこと。また、競争入札参加申込書にて、

主要な部分を除き一部再委託を申請する場合は、再

委託確認書を提出すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布、提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部広報・報道担当　綾部

　　　電話　044－200－3377

　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

　　 　土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時までとします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札公表及び仕様書等の縦覧等

　 　入札公表及び仕様書等は、上記３⑴の場所において

縦覧に供します。期間については上記３⑵に同じです。

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/page/0000089770.

html）

　 　（入札公表の「委託」の欄の「財政局」をクリック
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し、検索してください。）

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　入札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「委託」

の委任先メールアドレスに令和３年２月19日（金）に

入札説明書及び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、同日の午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時までに上記３⑴の場所におい

て入札説明書及び一般競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　川崎市川崎区砂子１－９－３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部広報・報道担当　綾部

　　　電話　044－200－3377

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）から令和３年２月26日

（金）午後５時まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　所定の「質問書」の様式により、提出してくださ

い。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98kouhou@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月２日（火）に参加資格を有する全者

に文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　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 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、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

に封印してください。

　　イ 　入札は４回分の総額（消費税額及び地方消費税

額を含まない。）で行います。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　令和３年３月５日（金）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎５階　議会局会議室

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規程」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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276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

　　　川崎市役所案内受付業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書による

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、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
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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

有資格業者名簿において、以下の業種・種目につい

て登載されていること。

　　 　業種99「その他業務」・種目０７「受付案内、電

話交換等の一般事務サービス」

　⑷ 　仕様書の内容を遵守し、確実に業務を履行できる

こと。

　⑸ 　本市その他の官公庁において、同様の業務を過去

５年以内に１年間以上誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　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

　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　第３庁舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　長嶺担当

　　　電話　044－200－2081

　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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　 　 午前８時30分から正午まで午後５時（ただし、正

午～午後１時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出法

　　　持参又は郵送（郵送の場合は提出期間内必着）

４ 　仕様書について

　⑴ 　仕様書の閲覧

　　 　この入札に関する仕様書は、上記３⑴の場所で閲

覧することができるほか、川崎市ウェブサイト「入

札情報かわさき」で閲覧及びダウンロードをするこ

とができます。

　⑵ 　仕様書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者のうち、仕様書の印刷物の配布を希望す

る者には、３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

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、か

つ提出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22日（月）午後５時まで

に川崎市の令和３・４年度業務委託有資格業者へ登録

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はＦＡ

Ｘにより送付します。

６ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　上記３により一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者からの質問等を受け付けます。

　　ア 　質問書の配布・提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の様式

　　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提

出してください。

　　ウ 　質問受付期間

　　　　令和３年２月22日（月）から２月26日（金）まで

　　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　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。

　　　 　電子メール又ＦＡＸで質問等を送った場合は、

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。

　⑵ 　回答

　　 　令和３年３月３日（水）までに回答書を令和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

ールアドレスの登録を行っていない者に対しては、

ＦＡＸにより送付します。

　　 　ただし、入札参加資格があると認められなかった

者からの質問には回答しません。また、回答後の再

質問は受付しません。

７ 　一般競争参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、入札期日ま

での間に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 　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 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月８日（月）　午前10時

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４　第３庁舎11階

　　　　会議室

　　ウ 　入札方法

　　　　２年間総額での入札とします。
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　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　　⑴に同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、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

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　　要

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約

関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることがで

きます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　⑷ 　落札後、契約については令和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。

　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

契約を変更し、又は解除することができるものとし

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第277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　川崎市議会貸切バス運行業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　本市の指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　 　貸切バス運行業務。詳細は「令和３年度　川崎市

議会貸切バス運行業務委託仕様書」によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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 　委託する貸切バス業務は運転手付で、次のとおり

とし、当該バスを３台以上保有していること。

　　ア 　自動車検査証の車体の形状の記載が「リヤーエ

ンジン」であること。

　　イ 　旅客席が７列シートで26 ～ 29人乗りであるこ

と。

　⑸ 　道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事業

の許可を得ていること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書及び必要な資料を提出しなけ

ればなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　ア 　配布・提出場所

　　　　〒210－0006　川崎市川崎区砂子１丁目９番地３

　　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　　議会局総務部庶務課　担当　春島

　　イ 　問い合わせ先　電　話　044－200－3367

　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　　　　　　　　　　　電子メール

　　　　　　　　　　　98syomu@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22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15分まで
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　　　（ただし、正午から午後１時を除く）

　　 　なお、一般競争入札参加資格確認申請書は、入札

説明書に添付されています。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　使用するバスの車検証の写し３台分及びバスの

カタログ等（シート配列の分かるもの）

　　ウ 　道路運送法に基づく一般貸切旅客自動車運送事

業の許可を得ていることを証明する書類の写し

　　エ 　確約書

４ 　入札説明書等の閲覧・交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書、質問書等の様式

が添付されている入札説明書及び仕様書については、

「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」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。

　 　なお、縦覧書類については、インターネットでダウ

ンロードすることもできます（「入札情報かわさき」

－「入札情報」の“委託”－「入札公表」http://

keiyaku.city.kawasaki.jp）。

５ 　仕様書及び一般競争入札参加資格確認通知書等の交

付

　 　入札参加資格があると認められた者には、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２月26日（金）に

入札説明書及び競争入札参加資格確認通知書等を送付

します。また、当該委任先のメールアドレスを登録し

ていない者には、同日に上記「３⑴配布・提出場所及

び問合せ先」の場所において、入札説明書及び一般競

争入札参加資格確認通知書等を交付します。

６ 　仕様等に関する問い合わせ先

　⑴ 　川崎市川崎区砂子１丁目９番地３

　　　川崎市役所第２庁舎５階

　　　議会局総務部庶務課　担当　春島

　　　電話　044－200－3367

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月２日

（火）午後５時15分まで

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98syomu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月５日（金）に参加資格を有する全社

に文書（電子メール又はＦＡＸ）で送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　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

　　ア 　入札は、紙入札方式とし、所定の入札書及び運

賃積算書をもって行います。入札書に記載する金

額は、貸切バスの使用１時間あたりの時間制運賃

の単価に推定利用時間（入札者の車庫から市役所

第２庁舎までの往復時間を含む）を乗じたもの

と、貸切バスの使用１キロあたりのキロ制運賃の

単価に推定利用距離（入札者の車庫から市役所第

２庁舎までの往復距離を含む）を乗じたものの総

合計額（税抜き）としてください。

　　イ 　入札書と運賃積算書には割印をし、入札件名が

記載された封筒に封印してください。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑶ 　入札・開札の日時

　　　令和３年３月12日（金）午後２時

　⑷ 　入札・開札の場所

　　　川崎市役所第２庁舎　議会局会議室

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、その者の入札価格が著しく低価格であるとき

は、調査を行うことがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成の要否

　　　必要とします。

　⑵ 　契約保証金

　　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。

　⑶ 　契約規則等の閲覧
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　　 　川崎市契約規則及び川崎市契約条例等は、川崎市

のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関

係規定」で閲覧することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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278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　河川詳細点検業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市内一円

　⑶ 　履行期限　 令和３年４月１日から令和３年11月30

日まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種

目「河川、砂防及び海岸・海洋部門」で登録されて

いる者。

３ 　入札参加申込書の配付及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配付・提出場所

　　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　　川崎駅前タワー・リバーク14階

　　　川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課

　　　電　話：044－200－2903

　　　ＦＡＸ：044－200－7703

　　　E-Mail：53kasen@city.kawasaki.jp

　　※ 　業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件の

公表情報詳細のページからダウンロードできます。

　⑵ 　配付・提出期間

　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　午前９時から午後５時まで

　　　（ただし、正午から午後１時までを除く）

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　 　持参又は郵送（郵送の場合は令和３年２月17日

（水）必着）。（ただし、郵送した際はその旨を３⑴

の所管課まで、令和３年２月17日（水）午後５時ま

でに電話連絡願います。）

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　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、川崎市業務委託有資格業者名簿

に登録した電子メールアドレスに、確認通知書を令和

３年２月22日（月）までに送付します。当該電子メー

ルアドレスを登録していない場合はＦＡＸで送付しま

す。なお、当該電子メールアドレス及びＦＡＸの登録

をしていない場合は、直接受取りに来るようお願いい

たします。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問受付方法

　　 　電子メール又はＦＡＸによります。（ただし、送

信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い

ます。）

　　　E-Mail：53kasen@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－200－7703

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）から令和３年２月25日

（木）まで（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝

日を除く）の午前９時から午後５時まで（ただし、

正午から午後１時までを除く）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月１日（月）までに、競争入札参加資

格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸによ

り回答書を送付します。なお、当該電子メールアド

レス及びＦＡＸの登録をしていない場合は、直接受

取りに来るようお願いいたします。

　　 　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か

らの質問は受け付けません。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
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ます。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　入札参加申込書及び提出書類について、虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札手続等

　 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた

対応として、入札・開札について、密室での実施を取

りやめ、入札書は開札日前日までの郵送・持参による

提出とし、開札については、事前に提出いただいた入

札書をもとに市職員のみで実施します。（再度入札又

はくじ引きを実施する場合を除く。）

　⑴ 　提出書類

　　ア 　入札書

　　イ 　委任状（代表者以外の方が持参により提出する

場合のみ。）

　⑵ 　提出書類の提出方法

　　ア 　郵送による入札の場合

　　（ア）提出場所

　　　　　３⑴に同じ

　　（イ）提出期間

　　　　 　令和３年３月１日（月）から令和３年３月８

日（月）まで（必着）

　　（ウ）提出方法

　　　　 　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

及び商号又は名称を記載し、「入札書在中」と

明記した上で、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の所管課に必ず電話連絡してください。

　　イ 　持参による入札の場合

　　（ア）提出場所

　　　　　３⑴に同じ

　　（イ）提出期間

　　　　 　令和３年３月１日（月）から令和３年３月８

日（月）まで（ただし、土曜日、日曜日及び国

民の祝日を除く）の午前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）

　　（ウ）提出方法

　　　　 　持参による入札を行う場合は、封筒に所定の

入札書を入れ、当該封筒に１⑴の件名及び商号

又は名称を記載し、「入札書在中」と明記した

上で提出してください。なお、必ず来庁前に３

⑴の所管課へ電話連絡し、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

　　 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契約

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し

てください。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　開札の日時・場所

　　ア 　日時　令和３年３月９日（月）午後２時00分

　　イ 　場所　３⑴に同じ

　　ウ 　開札の立会

　　　 　開札は市職員のみで実施します。立会いの必要

はありません。

　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落札を保留し、調

査を行うことがあります。

　⑺ 　再度入札又はくじ引きの実施

　　 　開札の結果、落札者がいない場合、又は落札とな

るべき入札者が２者以上ある場合は、令和３年３月

12日（金）午前10時00分に再度入札又はくじ引きを

行います。

　　 　なお、実施にあたっては、場所等を電話・電子メ

ールにより対象者に連絡します。

　⑻ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑼ 　落札結果の公表

　　 　落札結果については、川崎市業務委託有資格業者

名簿に登録した電子メールアドレスに送付します。

当該電子メールアドレスを登録していない場合はＦ

ＡＸで送付します。なお、当該電子メールアドレス

及びＦＡＸの登録をしていない場合は、直接受取り

に来るようお願いいたします。また、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において公表します。

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

　　　有

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　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、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑷ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とします。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ

です。

　　　───────────────────

川崎市公告第279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 　業務件名

　　　 北部リハビリテーションセンター冷温水発生機そ

の他設備長寿命化整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区百合丘２丁目８番地２

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年12月24日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　北部リハビリテーションセンターに設置されてい

る冷温水発生機２基、冷却塔２基の分解整備、冷却

水ポンプ２台、冷温水ポンプ５台の交換、及び、試

運転調整等を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　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」に登録されている者。登載予定で

あること。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度業務委託有資

格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている

者。登載予定であること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒213－0013　川崎市幸区堀川町580番

　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局総務部施設課

　　　電　話　044－200－2413（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40sisetu@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）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　日時

　　 　令和３年２月24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
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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24日（水）から令和３年３月２日

（火）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　40sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－2413

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて、虚偽の記載をしたとき。

　　※ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向

けた対応として、入札・落札について、密室での

実施は取りやめ、書面で実施することとします。

入札書は開札日前日までの持参とし、開札につい

ては、事前に持参いただいた入札書をもとに市職

員のみで実施し、開札結果はメールで通知するこ

ととします。詳しくは「８　入札の手続等」を御

確認下さい。

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。

　　エ 　入札書の受付期間は、令和３年３月５日（金）

から令和３年３月９日（火）までの午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時までにとしま

す。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁

日を除きます。

　　オ 　提出場所は３⑴配布・提出場所及び問合せ先に

同じとします。

　　カ　入札書の提出方法は、持参とします。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア　開札日時

　　　　令和３年３月10日（水）午前10時

　　イ 　開札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番

　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　　健康福祉局総務部施設課

　　　※ 　開札は市職員のみで実施するため、集合いた

だく必要はありません。

　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」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑹ 　開札結果の通知

　　 　開札結果は、令和３年３月10日（水）中に、一般

競争入札参加資格確認申請書に記載されたメールア

ドレス宛に送付します。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
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報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」において、

本件の公表情報詳細のページからダウンロードでき

ます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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280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

　　　 リサイクルパークあさお建設事業条例環境影響評

価に係る事後調査（供用時その４）業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地ほか

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　リサイクルパークあさお建設事業は指定開発行為

の第１種行為に該当し、「川崎市環境影響評価に関

する条例」により事後調査を行い、その結果及び規

則で定める事項について記載した報告書を作成し、

市長に提出しなければならない。本業務において

は、仮称リサイクルパークあさお建設事業に係る条

例環境影響評価書に基づき事後調査（供用時の動物

の調査）を実施する。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種

目「廃棄物部門」で登録されている者。

　⑷ 　過去10年間において、官公庁における環境影響評

価条例に基づく廃棄物処理施設に関する環境影響評

価業務の契約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　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てください。

　⑴ 　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

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

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで

　⑶ 　提出受付期間

　　ア 　受付日

　　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）（土、日、祝日を除く）

　　イ 　受付時間

　　　 　９時から17時まで（12時から13時までを除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参のみとします。（持参以外は無効となります。）

　⑸ 　提出先及び問い合わせ先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部施設建設課　長澤

　　　電話：044－200－2591（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3923

　⑹ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　２の⑷で規定される業務の契約実績

４ 　仕様書の閲覧

　⑴ 　閲覧場所

　　　３の⑸に同じ

　⑵ 　閲覧期間

　　　３の⑶に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付、仕様書及

び内訳書の配布

　 　３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出

し申請を認められた者には、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。
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　 　また、次により仕様書及び内訳書を配布します。そ

れらの書類は、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールのアドレスを登録している場合

は、自動的に電子メールで配信されます。電子メール

のアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

庁されるようお願いします。

　⑴ 　配布場所

　　　３の⑸に同じ

　⑵ 　配布期間

　　ア 　受付日

　　　　令和３年２月24日（水）

　　イ 　受付時間

　　　　９時から17時まで（12時から13時までを除く。）

６ 　質問書の配布、受付及び回答

　⑴ 　配布場所

　　　３の⑴に同じ

　⑵ 　配布期間

　　　３の⑵に同じ

　⑶ 　質問受付期間

　　ア 　受付日・受付時間

　　　 　令和３年２月25日（木）９時から令和３年３月

１日（月）17時まで

　　　 （持参の場合の受付日は土、日を除き、受付時間

は９時から17時まで［12時から13時までを除く。］）

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　持参場所

　　　　３の⑸に同じ

　　イ 　電子メール

　　　　30siseke@city.kawasaki.jp

　　ウ 　ＦＡＸ

　　　　044－200－3923

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）、全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月10日（水）13時15分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の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ものは、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 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさ

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

html）の「契約関係規定」にて閲覧できます。

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 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　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281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　 文書催告書に係る電算印字、カット及

び封入封緘業務
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　⑵ 　履行場所　川崎市指定場所

　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　 催告書を作成するためのデータの引渡

しを受け、各帳票に電算印字し、裁断、

封入封緘を行う。また、引抜きデータ

の引渡しを受け、引抜作業を行う。

　　　　　　　　 引抜作業まで終えた催告書を配送先別

に分類し、各市税事務所納税課及び市

税分室へ配送する。

　　　　　　　　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99「その他業務」、種目99

「その他」に登載されていること。

　⑷ 　プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジ

メントシステム（ＩＳＭＳ）の規格を取しているこ

と。

　⑸ 　本市又は他官公庁において、過去５年以内に本業

務と同様の内容かつ同規模以上の業務受託実績があ

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２月10日（水）から令和３年２月22日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する書類の写し

　　ウ 　上記２⑸を証明する契約書等の写し

　　　 　上記イ及びウの書類については提出者において

作成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　仕様書

　　 　仕様書は上記３⑴の場所において、上記３⑵の期

間で縦覧に供します。

　⑹ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月26日（金）

　⑶ 　その他

　　 　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。

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８階

　　　川崎市財政局収納対策部収納対策課　担当：森本

　　　電　話：044－200－2226（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3909

　　　E-mail：23syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月２日

（火）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５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に
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対する回答は、令和３年３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

　　 　入札金額は諸経費を考慮した上で「期別催告書・

期別移管通知書」「名寄催告書」「引抜き分」のそれ

ぞれの単価の合計額（消費税及び地方消費税を含ま

ない）で行います。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 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和３年３月10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282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　 督促状等に係る電算印字、カット、製

本及び封入封緘業務

　⑵ 　履行場所　川崎市指定場所

　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　 督促状等を作成するためのデータの引

渡しを受け、各帳票に電算印字し、裁

断、製本及び封入封緘を行う。また、

引抜きデータの引渡しを受け、引抜作

業を行う。

　　　　　　　　 引抜作業まで終えた督促状等を川崎港

郵便局へ配送する。

　　　　　　　　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99「その他業務」、種目99

「その他」に登載されていること。

　⑷ 　プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジ

メントシステム（ＩＳＭＳ）の規格を取得している
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こと。

　⑸ 　本市又は他官公庁において、過去５年以内に本業

務と同様の内容かつ同規模以上の業務受託実績があ

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２月10日（水）から令和３年２月22日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　提出物

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する書類の写し

　　ウ 　上記２⑸を証明する契約書等の写し

　　　 　上記イ及びウの書類については提出者において

作成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷ 　提出方法

　　　持参してください。

　⑸ 　仕様書

　　 　仕様書は上記３⑴の場所において、上記３⑵の期

間で縦覧に供します。

　⑹ 　その他

　　 　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　 　ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登載した際

に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信します。

　　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　交付日時

　　　令和３年２月26日（金）

　⑶ 　その他

　　 　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。

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８階

　　　川崎市財政局収納対策部収納対策課　担当：森本

　　　電　話：044－200－2226（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－3909

　　　E-mail：23syunou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年２月26日（金）から令和３年３月２日

（火）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５⑴担当まで御連絡ください。

　⑷ 　回答方法

　　 　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和３年３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

　　 　入札金額は諸経費を考慮した上で「封書分」「は

がき分」「引抜き分」のそれぞれの単価の合計額（消

費税及び地方消費税を含まない）で行います。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 　入札書の提出日時及び場所

　　ア 　提出日時

　　　　令和３年３月10日（水）　午後２時30分

　　イ 　提出場所

　　　　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283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 　業務件名

　　　中原区役所受変電設備長寿命化整備業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市中原区小杉町３丁目245

　⑶ 　履行期間

　　　契約日から令和３年７月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　中原区役所に設置されている受変電設備の高圧分

岐ケーブル・断路器・真空遮断器・継電器・コンデ

ンサ・リアクトル・変圧器・計器類等の全面的な部

品交換、及び、試運転調整等を行う。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　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「電気・機械設備保守点検」

に登載されていること。予定であること。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿に、地域

区分「市内」で登録されている登載されていること。

予定であること　

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す

る書類（契約書の写しや工事実績一覧表等）を提出し

てください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒211－8570

　　　川崎市中原区小杉町３丁目245　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　044－744－3126（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10日（水）から令和３年２月18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 　提出方法

　　　持参
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４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者

には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格　確認通知書を交

付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月22日（月）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）から令和３年２月26日

（金）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　65soumu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－744－3340

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年３月３日（水）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はＦＡＸにて回答書を送付します。なお、

この入札の参加資格を満たしていない者からの質問

に関しては回答しません。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　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３月11日（木）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の価格を　　もって有効な

入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。

10 　特定業務委託契約（公契約対象）
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　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約

条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、

川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約

及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入

　　 　札説明書は、川崎市のホームページ「入札情報か

わさき」において、本件の公表情報詳細のページか

らダウンロードできます。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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284号

　　　道路の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

４号の規定に基づき道路を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築指

導課に備えて縦覧に供します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路事業の名称
都市計画道路丸子中山茅ヶ崎線

（蟻山坂工区）

指定区間の

地名・地番

高津区千年字下原宿199－２、３、４、

339－２、３の各一部 別図省略

幅員・延長 15.00ｍ×5.90ｍ

指定番号

及び年月日

川崎市指令ま建指第513号

令和３年２月10日

　　　───────────────────

川崎市公告第285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　武蔵小杉駅周辺施設監視業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区新丸子東２丁目925番の

24他

　⑶ 　履行期限　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要　仕様書による。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「警備」種目「機械警備」

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

　　　中原区下小田中２－９－１

　　　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２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く）

　⑶ 　提出書類

　　　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24日（水）まで

に送付します。なお、令和３・４年度川崎市業者委託

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場合には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 　質問受付期間
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　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年３月２日

（火）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　 午前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

　　 　令和３年３月５日（金）午後５時までに、競争入

札参加資格確認通知書の交付者ヘ、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

ていない場合は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３月10日（水）午前10時00分

　　イ 　入札・開札の場所

　　　　中原区下小田中２－９－１

　　　　中原区役所道路公園センター会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「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 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑷ 　詳細は入札説明書によります。

　⑸ 　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286号

　　　入　　札　　公　　告

　麻生市民館総合管理運営業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　令和３年２月10日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　麻生市民館総合管理運営業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　　　　　　麻生市民館ほか

　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 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」

で登録されている者。

　⑵ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　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

　　　〒215－0004　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　 　麻生区役所まちづくり推進部生涯学習支援課（麻

生市民館）

　　　電　話　044－951－1300

　　　ＦＡＸ　044－951－1650

　　　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　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、２月15日（月）、

土曜日、日曜日は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望

者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」

において、本件の公表情報詳細のページからダウン

ロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、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　88asaosi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－1650

　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　一般競争入札参加資格」の各
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号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税に相当する額は代金支払

いの際に加算しますので、入札書に記載する総額

には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月４日（木）　午後３時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775－１　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。

　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 　特定業務委託契約（公契約対象）

　 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例

第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該

当します。特定業務委託契約においては、川崎市契

約条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しく

は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホ

ームページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

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

負契約及び特定業務委託契約の手引き」をご覧くださ

い。

11 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第287号

　　　入　　札　　公　　告

　麻生市民館舞台運営管理業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　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　麻生市民館舞台運営管理業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　　　　　　麻生市民館

　⑶ 　履行期限　 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　 本業務は麻生市民館大ホール及び大会

議室の舞台運営管理を行うものです。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目にすべて登載さ

れていること。

　　　業種　99「その他業務」　種目　01「イベント」

　　　　　　　　　　　　　　　種目　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
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し、確実に業務を実施できること。

　⑸ 　過去５年以内に本市又は他官公庁の公共ホール

（800名以上を定員とするものに限る。）において、

１年以上継続してホール運営業務を履行した実績を

有すること。ただし、発注者（本市、他官公庁又は

公益財団法人に限る。）と直接契約を締結し履行し

た、元請としての契約実績に限ります。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、２⑹に示す実績が確認

できる契約書の写し又は契約履行証明書（任意の様

式）及び仕様書の写しを提出してください。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒215－0004　川崎市麻生区万福寺１－５－２

　　　麻生区役所まちづくり推進部生涯学習支援課

　　　（麻生市民館）

　　　電　話　044－951－1300

　　　ＦＡＸ　044－951－1650

　　　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　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、２月15日（月）、

土曜日、日曜日は除きます。

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明会及び入札説明書

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。

　⑵ 　入札説明書の交付

　　 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及

び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３

⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３

⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望

者には印刷物を配布します。また、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札情報」

において、本件の公表情報詳細のページからダウン

ロードできます。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、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　88asaosi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－1650

　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　一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を除いた金額を入札書に記載してください。

消費税額及び地方消費税に相当する額は代金支払

いの際に加算しますので、入札書に記載する総額

には含まないものとします。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時

　　　　令和３年３月４日（木）　午前11時30分

　　イ 　入札場所

　　　　川崎市多摩区登戸1775－１　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。

　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
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効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、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。

　　　───────────────────

川崎市公告第288号

　　　入　　札　　公　　告

　宮前区役所庁舎案内・庁中取締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年度宮前区役所庁舎案内・庁中取締等業務

委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５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

　　ア 　庁舎案内業務

　　イ 　庁中取締業務

　　ウ 　駐車場周辺における歩行者等安全確保業務

　　エ 　その他付随する業務

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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。

　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 　川崎市競争入札参加資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 　本市又は他官公庁において、類似の契約実績（元

請けに限る。）を平成31年４月１日以降に有するこ

と。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２－20－５

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　松元

　　　電　話　044－856－3123（直通）

　　　ＦＡＸ　044－856－3119

　　　E-mail：69soumu@city.kawasaki.jp

　　　 （一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出

　　　持参

　　・　一般競争入札参加資格確認申請書

　　・　２⑹の類似の契約実績を証する書類

４ 　入札説明書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦

覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ
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　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、参加資格業種に登録されていること、２⑹の契約

実績があることを確認し、その結果を令和３年２月22

日（月）までに確認通知書にて、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。当該委任先メールアドレ

スを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に

より質問を行うことができます。

　⑴ 　質問書の様式

　　 　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月24日（水）から令和３年３月１日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）までに文書（電子メール

又はＦＡＸ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等　監督員

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月11日（木）　午後２時

　　イ 　入札場所　宮前区役所４階第４会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札の金額

　　 　入札は、契約金総額の110分の100に相当する価格

で行います。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも

って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　　契約金額の10分の１とする。

　　　（川崎市契約規則第32条）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

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

できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約は、下請も含め、市の定める基

準を下回らない賃金を労働者に支払っていただくこ

とが契約条項に加わります。下請も含めて契約に違

反した場合は受注者の責任となり、場合によっては

契約解除となる可能性もありますので、入札に臨ま

れる際には十分にご注意ください。

　　 　詳しくは、川崎市条例、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）に関するの
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情報」をご覧ください。

　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し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第289号

　　　入　　札　　公　　告

　令和３年度宮前区役所冷暖房設備用自動制御機器保守

点検業務委託に関する一般競争入札について、次のとお

り公告します。

　　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年度宮前区役所冷暖房設備用自動制御機器

保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区総合庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　ア 　冷暖房設備用自動制御設備の保守点検業務

　　イ 　その他付随する業務

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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」で登録されていること。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」（又は「準市内」）で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（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 　官公庁において類似の契約実績（元請けに限る。）

を平成31年４月１日以降に有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　大谷

　　　電　話　044－856－3123（直通）

　　　ＦＡＸ　044－856－3119

　　　E-mail：69soumu@city.kawasaki.jp

　　　 （一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出

　　　持参

　　・　一般競争入札参加資格確認申請書

　　・　２⑹類似の契約実績を証する書類

４ 　入札説明書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦

覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、参加資格業種に登録されていること、２⑹の契約

実績があることを確認し、その結果を令和３年２月22

日（月）までに確認通知書にて、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。当該委任先メールアドレ

スを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に

より質問を行うことができます。

　⑴ 　質問書の様式

　　 　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月24日（水）から令和３年３月１日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑷ 　回答方法
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　　 　令和３年３月４日（木）に文書（電子メール又は

ＦＡＸ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月12日（金）

　　　　　　　　　午前９時00分

　　イ 　入札場所　宮前区役所４階第４会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札の金額

　　 　入札は、契約金総額で行います。入札者は見積っ

た契約金額の税抜き金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ

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

html）で閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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290号

　　　入　　札　　公　　告

　令和３年度宮前区役所冷暖房設備保守管理業務委託に

関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　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年度宮前区役所冷暖房設備保守管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区総合庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　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

　　ア 　冷暖房設備運転管理業務

　　イ 　冷暖房保守点検業務

　　ウ 　環境衛生管理業務

　　エ 　その他付随する業務

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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」で登録されていること。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による

中小企業者であること。

　⑸ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑹ 　官公庁において類似の契約実績（元請けに限る。）

を平成31年４月１日以降に有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。
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　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　大谷

　　　電　話　044－856－3123（直通）

　　　ＦＡＸ　044－856－3119

　　　E-mail：69soumu@city.kawasaki.jp

　　　 （一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出

　　　持参

　　・　一般競争入札参加資格確認申請書

　　・　２⑹類似の契約実績を証する書類

４ 　入札説明書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦

覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、参加資格業種に登録されていること、２⑹の契約

実績があることを確認し、その結果を令和３年２月22

日（月）までに確認通知書にて、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。当該委任先メールアドレ

スを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に

より質問を行うことができます。

　⑴ 　質問書の様式

　　 　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月24日（水）から令和３年３月１日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）に文書（電子メール又は

ＦＡＸ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月12日（金）

　　　　　　　　　午前11時00分

　　イ 　入札場所　宮前区役所４階第４会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札の金額

　　 　入札は、契約金総額で行います。入札者は見積っ

た契約金額の税抜き金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10分の１とします。（川崎市契約規則

第32条）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除いたします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－991－

　　　川崎市契約規則は契約課ホームページ

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

html）で閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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291号

　　　入　　札　　公　　告

　令和３年度宮前区役所他消防設備保守点検業務委託に

関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　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年度宮前区役所他消防設備保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区総合庁舎

　　　川崎市宮前区平１－１－10

　　　宮前区役所向丘出張所

　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 　業務概要

　　ア 　消防設備の保守点検業務

　　イ 　その他付随する業務

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、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「消

火設備保守点検」で登録されていること。

　⑶ 　令和３・４年度業務委託有資格者名簿に、地域区

分「市内」（又は「準市内」）で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（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 　官公庁において類似の契約実績（元請けに限る。）

を平成31年４月１日以降に有すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　 　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

　　　〒216－8570

　　　川崎市宮前区宮前平２丁目20番地５

　　　宮前区役所まちづくり推進部総務課　大谷

　　　電　話　044－856－3123（直通）

　　　ＦＡＸ　044－856－3119

　　　E-mail：69soumu@city.kawasaki.jp

　　　 （一般競争入札参加資格確認申請書は川崎市ホー

ムページ内「入札情報かわさき」からダウンロー

ドすることが可能です。）

　⑵ 　配布、提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月18日

（木）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑶ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の提出

　　　持参

　　・　一般競争入札参加資格確認申請書

　　・　２⑹の類似の契約実績を証する書類

４ 　入札説明書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書を縦

覧に供します。

　⑴ 　交付・縦覧場所　３⑴に同じ

　⑵ 　交付・縦覧期間　３⑵に同じ

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、参加資格業種に登録されていること、２⑹の契約

実績があることを確認し、その結果を令和３年２月22

日（月）までに確認通知書にて、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。当該委任先メールアドレ

スを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格の有無を審査します。こ

の結果、入札参加資格がなく申し込みを行った入札者

の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問合わせ

　 　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格が

あることを通知された者は、仕様の内容に関して次に
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より質問を行うことができます。

　⑴ 　質問書の様式

　　 　質問書は川崎市ホームページ内「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることが可能です。

　⑵ 　質問受付方法

　　　持参又は電子メール、ＦＡＸによります。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月24日（水）から令和３年３月１日

（月）まで（午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで）　※土、日、休日は除く

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）に文書（電子メール又は

ＦＡＸ）にて送付します。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月12日（金）午後２時00分

　　イ 　入札場所　宮前区役所４階第４会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札の金額

　　 　入札は、契約金総額で行います。入札者は見積っ

た契約金額の税抜き金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑸ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻ 　開札に立ち会う者に関する事項

　　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札前に

委任状を提出しなければなりません。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　　川崎市契約規則は契約課ホームページ

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

html）で閲覧できます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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292号

　　　入札公告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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　 川崎駅前（東口・西口）公衆トイレ清

掃等維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎駅前東口公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市川崎区駅前本町26）

　　　　　　　　 川崎駅西口公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市幸区堀川町72）

　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　 川崎駅前東口公衆トイレ及び川崎駅西

口公衆トイレの清掃、及び施設の維持

管理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満た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・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

物環境衛生総合管理」で申請していること。

　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」及び企業規模
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「中小企業」で申請していること。

　⑸ 　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本

市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ

ること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、建物清掃業務を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年以上にわたる建物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 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当

　　　財原

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　 　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（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・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、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録

していない場合は、次のとおり交付しますので受け取

りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　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 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　 令和３年２月25日（木）から令和３年３月３日

（水）

　　　 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

　　 　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　044－200－2585

　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。

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10日（水）　15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会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑻ 　入札の無効
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　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

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 　契約書作成の要否

　　　要

　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、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 　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 　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 　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 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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293号

　　　入　　札　　公　　告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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　 溝口駅前（北口・南口）公衆トイレ清

掃等維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所　溝口駅前広場公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市高津区溝口１－２）

　　　　　　　　溝口駅前南口公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市高津区溝口２－１）

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要　 溝口駅前広場公衆トイレ及び溝口駅前

南口公衆トイレの清掃、及び施設の維

持管理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満た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・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

物環境衛生総合管理」で申請していること。

　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」及び企業規

模「中小企業」で申請していること。

　⑸ 　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本

市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ

ること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、建物清掃業務を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年以上にわたる建物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 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当

　　　財原

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　　 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
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　⑶ 　提出方法

　　 　持参（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・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、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録

していない場合は、次のとおり交付しますので受け取

りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　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 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　 令和３年２月25日（木）から令和３年３月３日

（水）

　　　 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

　　 　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　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。

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10日（水）　15時00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会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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 　契約書作成の要否

　　　要

　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、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 　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 　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、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────
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川崎市公告第294号

　　　入　　札　　公　　告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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　 中原区駅前公衆トイレ清掃等維持管理

業務委託

　⑵ 　履行場所　新丸子駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市中原区新丸子町766）

　　　　　　　　武蔵小杉駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市中原区小杉町１－492）

　　　　　　　　武蔵中原駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市中原区上小田中５－２）

　　　　　　　　武蔵新城駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市中原区上新城２－１）

　⑶ 　履行期間　 令和３年４月１日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　業務概要　 新丸子駅前公衆トイレ、武蔵小杉駅前

公衆トイレ、武蔵中原駅前公衆トイレ

及び武蔵新城駅前公衆トイレの清掃、

及び施設の維持管理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満た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・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

物環境衛生総合管理」で申請していること。

　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」及び企業規

模「中小企業」で申請していること。

　⑸ 　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本

市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ

ること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、建物清掃業務を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年以上にわたる建物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 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当

　　　財原

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　　 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（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・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、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録

していない場合は、次のとおり交付しますので受け取

りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　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 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　 　 令和３年２月25日（木）から令和３年３月３日

（水）

　　　 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
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　　 　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

　　 　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　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。

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10日（水）　14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会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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 　契約書作成の要否

　　　要

　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、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 　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 　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 　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 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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295号

　　　入札公告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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　 京急大師線駅前公衆トイレ清掃等維持

管理業務委託

　⑵ 　履行場所　小島新田駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市川崎区田町２－13）

　　　　　　　　大師駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市川崎区大師駅前１－18）

　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　 小島新田駅前公衆トイレ及び大師駅前

公衆トイレの清掃、及び施設の維持管

理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満た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・４年度川崎市業務委
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託有資格業者名簿に業種「建物清掃等」種目「建築

物環境衛生総合管理」で申請していること。

　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」及び企業規

模「中小企業」で申請していること。

　⑸ 　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本

市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ

ること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、建物清掃業務を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年以上にわたる建物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 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当

　　　財原

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　　 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（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・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、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録

していない場合は、次のとおり交付しますので受け取

りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　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 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　　 令和３年２月25日（木）から令和３年３月３日

（水）

　　　 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

　　 　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　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。

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10日（水）　16時00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会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第
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３条第２項の規定に関わらず、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。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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 　契約書作成の要否

　　　要

　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、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 　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 　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、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第296号

　　　入札公告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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　 新百合ヶ丘駅前公衆トイレ清掃等維持

管理業務委託

　⑵ 　履行場所　新百合ヶ丘駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市麻生区上麻生１－21）

　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　 新百合ヶ丘駅前公衆トイレの清掃、及

び施設の維持管理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満た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・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

物環境衛生総合管理」で申請していること。

　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」及び企業規

模「中小企業」で申請していること。

　⑸ 　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本

市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ

ること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、建物清掃業務を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年以上にわたる建物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 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当

　　　財原

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　　 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（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・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、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録
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していない場合は、次のとおり交付しますので受け取

りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　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 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　　 令和３年２月25日（木）から令和３年３月３日

（水）

　　　 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

　　 　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　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。

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10日（水）　13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会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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 　契約書作成の要否

　　　要

　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、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 　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 　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、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第297号

　　　入札公告（役務）

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　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　 多摩区駅前等公衆トイレ清掃等維持管

理業務委託

　⑵ 　履行場所　登戸駅前公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市多摩区登戸3406－９）
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　　　　　　　　登戸公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市多摩区登戸3508）

　　　　　　　　上河原公衆トイレ

　　　　　　　　（川崎市多摩区布田35）

　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　 登戸駅前公衆トイレ、登戸公衆トイレ

及び上河原公衆トイレの清掃、及び施

設の維持管理業務

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満た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・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

物環境衛生総合管理」で申請していること。

　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「市内及び企業規模

「中小企業」で申請していること。

　⑸ 　故障・破損や詰まり等の異常が発生した場合、本

市の要請に応じて直ちに現地に急行できる体制であ

ること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、建物清掃業務を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年以上にわたる建物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 　競争入札参加申込書の配布・提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑹を確認できる書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出、仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局生活環境部収集計画課　し尿・浄化槽担当

　　　財原

　　　電話044－200－2585（直通）

　⑵ 　配布・提出、閲覧期間

　　　 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（持参以外は無効とします）

４ 　確認通知書・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、確認通知書・質問書及び仕様書等を交付

します。なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録

していない場合は、次のとおり交付しますので受け取

りに来てください。

　⑴ 　交付場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時

　　　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 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

６ 　委託内容に関する質問

　⑴ 　質問受付期間

　　　 令和３年２月25日（木）から令和３年３月３日

（水）

　　　 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

　　 　電子メールまたはＦＡＸとします。なお、送信後

は確認のため電話連絡をしてください。

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

　　　ＦＡＸ番号　044－200－3923

　　　電話番号　　044－200－2585

　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。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
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行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時

　　　令和３年３月10日（水）　14時00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会議室

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　入札書の提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします）

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札書の記載金額

　　 　入札に際しては「川崎市競争入札参加者心得」第

３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額の110

分の100に相当する金額を入札書に記載してくださ

い。

　⑻ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　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 　契約書作成の要否

　　　要

　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、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 　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 　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 　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 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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298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

　　　 川崎市公文書館自動ドア・エレベータ設備保守点

検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市公文書館（川崎市中原区宮内４丁目１番１号）

　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

　　　 川崎市公文書館に設置する自動ドア及びエレベー

タ設備の正常な機能を常時維持するための保守点

検業務委託

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者。

　⑵ 　川崎市競争入札参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。

　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」に登録

されている者。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約実績があること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　次により一般競争入札参加資格確認申請書を配布し

ます。この入札に参加を希望するものは、所定の一般

競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりま

せん。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒211－0051　川崎市中原区宮内４丁目１番１号

　　　川崎市公文書館　金子　担当

　　　電話番号　044－733－3933
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　　　ＦＡＸ　044－733－2400

　　　e-mail　17koubun@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月12日（金）から令和３年２月18日

（木）までとします（月曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　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

　　 　郵送又は持参（いずれの場合も、令和３年２月18

日（木）午後５時までに川崎市公文書館に到着する

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

確認通知書は自動的に電子メールで交付されます。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和３年２月25日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶ 　その他

　　 　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

２月12日（金）から令和３年２月18日（木）まで縦

覧に供します（月曜日を除く、午前８時30分から正

午まで及び午後１時から午後５時まで）。

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25日（木）から令和３年３月３日

（水）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」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ

さい。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和３年３月９日（火）までに、全社あて電子メ

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、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

　　 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札

件名が記載された封書に封印し、持参してください。

　⑵ 　入札金額

　　 　入札金額は、消費税及び地方消費税を含めないも

のを記入してください。

　⑶ 　入札・開札の日時及び場所

　　　ア 　日時　令和３年３月12日（金）　午後２時

　　　イ 　場所　川崎市公文書館　会議室

　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で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」から閲覧することができ

ます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　入札説明書、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は３⑴の場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中

に縦覧できます。

　⑶ 　この入札への参加者が２社以上にならないとき
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は、この入札を中止することがあります。

　⑷ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　⑹ 　詳細は入札説明書によります。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第299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 　業務件名

　　　 幸区市民活動コーナーデジタル印刷機等の賃貸借

契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区戸手本町１－11－１

　　　幸区市民活動コーナー

　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 　業務概要

　　 　幸区役所内に設置している幸区市民活動コーナー

にデジタル印刷機等一式を設置し、設備が常に安全

かつ完全に使用できるよう保守を行う。

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 　入札期日において、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

「事務用機器」に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業

務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。

３ 　入札参加申請書の配布、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、入札

参加申請書及び類似の契約実績を証する書類（契約書

の写し等）を提出してください。

　⑴ 　配付・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－8570

　　　［住所等］川崎市幸区戸手本町１－11－１

　　　［担当課］幸区役所まちづくり推進部地域振興課

　　　電　話　044－556－6606（直通）

　　　ＦＡＸ　044－555－3130

　　　E-mail　63tisin@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９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日

及び祝日を除きます。

　⑶ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　　　類似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

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、入札参加申込書及び質問書の様式が

添付されている入札説明書は、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」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

　 　入札参加申込書を提出した者には、次により一般競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月26日（金）午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録している場合は、電子

メールで配信されます。

　⑵ 　場所

　　　３⑴配付・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配付・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22日（月）から３月３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、日曜日及び祝日を

除きます。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　63tisin@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　044－555－3130

　⑸ 　回答方法



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－1005－

　　 　令和３年３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 　入札参加申込書、提出書類等について、虚偽の記

載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、所定の入札書をもって行います。　入

札書は、入札件名を記載した封筒に入れて提出し

てください。また、入札を代理人に委任する場合

は、入札書の代表者欄下段に代理人の氏名を記入

し、押印のうえ提出してください。　

　　イ 　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。

　　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３月17日（水）　午後２時00分

　　イ 　入札・開札場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１－11－１ 

　　　　幸区役所４階第３会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

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

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金の要否

　　　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配付・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。

　⑸ 　予算に係る解除権の留保

　　 　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。

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配付・

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。

　　　───────────────────

川崎市公告第300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　 王禅寺処理センター資源化処理施設機

械警備業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285

　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 　業務概要　 本業務は、王禅寺処理センター資源化

処理施設の夜間及び休日における施設

等の機械による警備等について、必要

な機器の設置、遠隔監視等の業務委託

を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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業種「警備」種目「機械警備」

で登録されていること。

　⑷ 　過去２年間に官公庁又は民間において、同種の機

械警備業務の契約実績を有すること。ただし民間実

績については、同等の契約実績を有すること。また、

継続中の案件を含むものとする。

　⑸ 　自ら基地局を設置し、「機械警備業務管理者」を

配置できること。

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　村瀬、小林

　　　電　話　044－200－2590（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3923

　　※ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書について

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よ

りダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　　　９時～ 17時

　　　（土曜日、日曜日、祝日及び12時～ 13時は除く）

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送とします。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　ウ 　上記２⑸が確認出来る書類等の写し

　　エ 　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　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

ールで令和３年２月22日（月）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付日　令和３年２月22日（月）

　⑵ 　場　所　３⑴に同じ

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　　令和３年２月22日（月）～令和３年２月26日（金）

　　　９時～ 17時（祝日及び12時～ 13時は除く）

　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

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月３日（水）に文書（電子メールまた

はＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次の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 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　現場説明

　 　競争参加資格があると認められた業者について、必

要な場合は次により現場説明を実施します。日時につ

いては本市が指定し、１社ごとに説明を行います。

　⑴ 　令和３年２月24日（水）～令和３年２月26日（金）

までの期間で、本市が指定する日時

　⑵ 　集合場所　川崎市麻生区王禅寺1285

　⑶ 　所要時間　 現場説明に要する時間は、各社１時間

程度を予定しております。詳細につい

ては、後日入札参加業者と協議し決定

します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月９日（火）10時00分

　　イ 　入札場所　 川崎市役所第３庁舎16階　環境局会

議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　 　持参又は郵送とします。ただし、郵送については、

令和３年３月８日（月）必着とします。有効札の最

高価格が同額の場合は、後日くじ引きを行い、落札

者を決定するため、最高価格の入札を行った者は出

席すること。
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　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　入札の方法

　　　税抜き総額での入札とします。

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札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。

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」から閲覧できます。（https://

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

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問合せ先は、上記３⑴ウに同じです。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　⑹ 　本入札に関しては、事情により入札を取りやめる

場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第301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　 王禅寺処理センターかわるんパークト

イレ点検清掃業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　⑶ 　履行期間　 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　 王禅寺処理センターかわるんパークに

設置されている公衆トイレを正常に維

持するために必要な点検清掃を実施す

るものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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 　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地域区分「市内」に登録されて

いる者。

　⑸ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種のトイレ等点検清掃業務の契約実績を有するこ

と。ただし、民間実績については、同等の契約実績

を有すること。

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２の⑸の書類を提出してくださ

い。また、競争参加申込書にて一部再委託を申請する

場合は再委託確認書を提出してください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　王禅寺処理センター　技術係　鈴木、菊池、吉垣

　　　電　話　044－966－6135

　　　ＦＡＸ　044－951－0314

　　※ 　競争入札参加申込書及び再委託確認書について

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よ

りダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）まで

　　 　９時から17時（日曜日及び12時から13時までの間

は除く）

　⑶ 　提出方法

　　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す
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る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和３年２月25日（木）に交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月25日（木）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年２月25日（木）から令和３年３月１日

（月）まで

　　 　９時から17時（持参する場合、日曜日及び12時か

ら13時までの間は除く）

　⑵ 　質問書の様式

　　 　配布する「質問書」の様式により提出してくださ

い。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　 　令和３年３月４日（木）に全社に文書（電子メー

ルまたはＦＡＸ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年３月９日（火）14時

00分

　⑶ 　入札・開札の場所　川崎市麻生区王禅寺1285番地

　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター

　　　　　　　　　　　　３階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低制限

価格以上の価格をもって有効

な入札を行った者のうち、最

低の価格をもって入札を行っ

た者を落札者とします。

　⑺ 　再度入札の実施　　 落札者がいない場合は、直ち

に再度入札を行います。（開

札に立ち会わない者は、再度

入札に参加の意思がないもの

とみなします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧　 川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札

情報かわさきき（https://

w w w . c i t y . k a w a s a k i .

jp/233300/index.html） の

「契約関係規定」から閲覧で

きます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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302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　 使用済み乾電池運搬及び処理業務委託

（上半期分）

　⑵ 　履行場所　 川崎市川崎区浮島町509番地１ほか２

か所

　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 　業務概要　 本業務は、本市で回収された使用済み

乾電池を、廃棄物の処理及び清掃に関
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する法律に従い、本市が指定する保管

場所から受託者の処理施設まで運搬

し、無害化処理及び再資源化を図り適

正に処理するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿業種「廃棄物関連業務」種目「産業

廃棄物処分業」に搭載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

使用済み乾電池の運搬及び処理業務の契約実績を有

すること。ただし民間実績については、同等の契約

実績を有すること。

　⑸ 　一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸に関する書類を提出してく

ださい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　担当　向原

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）９時から17時まで

　　　 （土曜日、日曜日、祝日及び12時から13時の間は

除く。）

　⑶ 　提出方法　持参又は郵送。ただし、郵送の場合は

申込書の提出締切日までに届くこととし、不備がな

いこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の許可証の写し

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和３年２月24日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月24日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年３月３日（水）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年３月９日（火）10時

45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16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 原則持参とする。ただし、や

むを得ない場合に限り郵送で

の提出を可とする（７⑵の前

日までに届かない場合及び入

札書の不備は無効とする）。

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を
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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。

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」から閲

覧できます。

　⑷ 　その他

　　 　本業務の一部を協力会社で行う場合は、予め本市

と覚書を締結するものとします。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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303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　 堤根処理センター煙突設備点検清掃業

務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区堤根52番地

　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　 堤根処理センターに設置されている煙

突設備の機能を正常に維持するために

必要な点検清掃を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の煙突設備点検清掃業務の契約実績を有するこ

と。ただし民間実績については、同等の契約実績を

有すること。

　⑸ 　煙突設備点検清掃業務委託に必要な資格を有して

いる人員を配置できること。

　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者

　　イ 　ゴンドラ取扱業務特別教育修了者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　担当　向原

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）

　　　 ９時から17時まで（土、日曜日、祝日及び12時か

ら13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　上位２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　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



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－1011－

ールで令和３年２月24日（水）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月24日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　 配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年３月３日（水）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年３月９日（火）９時

40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16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。

　⑺ 　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。

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（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第304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　 堤根処理センター煙道設備等点検清掃

業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区堤根52番地

　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　 堤根処理センターの焼却炉内の煙道及

び集じん器設備等の機能を正常に維持

するために必要な点検清掃を実施する

ものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　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の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
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同種の煙道設備等点検清掃業務の契約実績を有する

こと。ただし民間実績については、同等の契約実績

を有すること。

　⑸ 　煙道設備等点検清掃業務委託に必要な資格を有し

ている人員を配置できること。

　　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　足場の組立等作業主任者

　　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

　　ウ 　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　　担当　向原

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）９時から17時まで

　　　（土、日曜日、祝日及び12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を令和３年２月24日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで令和３年２月24日（水）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月24日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　 配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年３月３日（水）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和３年３月９日（火）９

時10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16階

　　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で、最

低の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 　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
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で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　要（10％）

　　 　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除といたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　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 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。

　　 　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」をご覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第305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　廃蛍光管運搬・処理業務委託

　⑵ 　履行場所　浮島処理センターほか10か所

　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　 本業務は、本市で回収された廃蛍光管

を、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に従い、本市が指定する保管場所か

ら受託者の処理施設まで運搬し、無害

化処理及び再資源化を図り適正に処理

するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、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」に登載

されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

廃蛍光管の運搬・処理業務の契約実績を有するこ

と。ただし、民間実績については、同等の契約実績

を有すること。

　⑸ 　一般廃棄物処理施設設置許可を取得していること。

　⑹ 　自社もしくは、上記⑶に登載されている子会社や

協力会社等資本関係がある業者、又は自社と収集運

搬業者との共同企業体で運搬が可能であること。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹に関する書類を提出して

ください。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　　担当　磯﨑

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）

　　　 ９時から17時まで（土、日、祝日及び12時から13

時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　 持参又は郵送。ただし、郵送の場合は

申込書の提出締切日までに届くことと

し、不備がないこと。

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の許可証の写し

　　ウ 　上記２⑹の自社以外で運搬する場合、自社との

関係を確認できる書類

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
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を令和３年２月24日（水）までに交付します。

　 　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月24日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　 配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年３月３日（水）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年３月９日（火）10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16階　環

境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　 持参（持参以外は無効としま

す。）

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。

　⑺ 　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。

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（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

　⑷ 　その他

　　 　本業務の一部を自社以外で行う場合は、予め本市

と覚書を締結するものとします。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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306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　 浮島処理センター煙道設備等点検清掃

業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区浮島町509番地１

　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　 浮島処理センターに設置されている焼

却炉の炉内、煙道、集じん器設備等の

機能を正常に維持するために必要な点

検清掃を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　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
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指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の煙道設備等点検清掃業務の契約実績を有する

こと。ただし民間実績については、同等の契約実績

を有すること。

　⑸ 　煙道設備等点検清掃業務委託に必要な資格を有し

ている人員を配置できること。

　　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　足場の組立等作業主任者

　　イ 　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

　　ウ 　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　　担当　磯﨑

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）

　　　 ９時から17時まで（土、日、祝日及び12時から13

時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　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

ールで令和３年２月24日（水）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月24日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　 配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年３月３日（水）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年３月９日（火）９時

00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16階　環

境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。

　⑺ 　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
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に参加の意思がないものとみ

なします。）

　⑻ 　入札の無効　　　　 川崎市競争入札参加者心得で

無効と定める入札は、これを

無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　要（10％）

　　　　　　　　　　　　 ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除

といたします。

　⑵ 　契約書の作成　　　要

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心

得等は、入札情報かわさき（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第307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　 浮島処理センター煙突設備点検清掃業

務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市川崎区浮島町509番地１

　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　 浮島処理センターに設置されている煙

突設備の機能を正常に維持するために

必要な点検清掃を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」

に登載されていること。

　⑷ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同種の煙突設備点検清掃業務の契約実績を有するこ

と。ただし民間実績については、同等の契約実績を

有すること。

　⑸ 　煙突設備点検清掃業務委託に必要な資格を有して

いる人員を配置できること。

　　　なお、主に必要な資格は次のとおりとする。

　　ア 　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者

　　イ 　ゴンドラ取扱業務特別教育修了者

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ

い。

　⑴ 　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　　担当　磯﨑

　　　電話　044－200－2587（直通）

　　※ 　競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロードで

きます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　　 令和３年２月10日（水）から令和３年２月17日

（水）

　　　 ９時から17時まで（土、日、祝日及び12時から13

時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し

　　イ 　上記２⑸の資格証の写し

　　ウ 　上位２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）

４ 　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　 　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が

あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等

を交付します。

　 　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

ールで令和３年２月24日（水）に配信します。電子メ
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ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　 令和３年２月24日（水）９時から17時

まで（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　　 令和３年２月24日（水）から令和３年２月26日

（金）

　　　９時から17時まで（12時から13時の間は除く。）

　⑵ 　質問書の様式　 配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶ 　質問受付方法

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ 　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法

　　　令和３年３月３日（水）

　　 　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付

します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時　 令和３年３月９日（火）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16階

　　　　　　　　　　　　環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　持参

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　 川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行っ

た者を落札者とします。

　⑺ 　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。

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（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）の「契約関係規

定」から閲覧できます。

９ 　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで

す。

　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第308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

　　　 川崎市立中学校高等学校部活動等推進中型バス運

行管理委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立中学校高等学校他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和３年５月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　橘高等学校スポーツ科の実技実習及び同校の部活

動を学校外の施設で行う際の生徒等の搬送、遠征・

合宿及び公式大会時の送迎その他市立中学校高等学

校及び市教育委員会関係の事業等に係る運行管理業

務。詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑶ 　入札期日において、令和３年・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」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成28年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、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」から競争入札参加申込書をダウ

ンロードすることができます。ただし、競争参加申込

書の提出は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：菅野

　　　電　話：044－200－3152（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　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、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じです。なお、本件の入札説明書及び仕

様書は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧

及びダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じです。

５ 　実績の縦覧

　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日（金）

まで、過去の実績（平成31年４月１日～令和元年５月

31日）における中型バス運行業務委託に係る日報・月

報・日常点検表について、３⑴の場所で縦覧に供しま

す。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、令和３年

２月22日（月）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　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 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上、ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　令和３年２月22日（月）～令和３年３月１日（月）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年３月３日（水）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　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封印して持参するこ

と。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、令和３年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に所

定の消費税額及び地方消費税額を加算した金額と

する。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。
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　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和３年３月５日（金）　午前11時

　　イ 　場所　明治安田生命ビル４階　第２会議室

　　　　　　　（川崎市川崎区宮本町６番地）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

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

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、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は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。

　　　───────────────────

川崎市公告第309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

　　　 幼児児童生徒健康診断用検診器具滅菌配送業務委

託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　市立学校で実施する耳鼻咽喉科検診及び歯科検診

において使用する各種検診器具の滅菌及び配送に関

する業務を委託する。

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 　川崎市競争入札参加資格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年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「医療関連業務」・種目

「その他医療関連」で登録されている者。

　⑷ 　過去５年間（平成28年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、「入札

公表詳細」から競争入札参加申込書をダウンロードす

ることができます。ただし、競争参加申込書の提出は

持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部

　　　健康教育課：小坂

　　　電　話：044－200－0357（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　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、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　資料の縦覧

　 　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。また、

過去５年間の実績についても併せて縦覧に供します。

５ 　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、令和３年

２月22日（月）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。
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　 　また、競争参加資格があると認めた者には、入札説

明書及び仕様書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。

　　 　なお、本件の入札説明書及び仕様書は、川崎市ホ

ームページ「入札情報かわさき」の財政局の入札公

表の「入札公表詳細」からの閲覧も可能です。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者宛て電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　令和３年２月22日（月）～令和３年３月１日（月）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年３月３日（水）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答。

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、仕様書に定める検診器具毎の単価

の合計額（消費税額及び地方消費税額を含めない

こと。）を記載すること。

　　　 　なお、契約金額は記載された合計額を健康教育

課の設定する検診器具毎の予定金額で按分した価

格となります。

　　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３月５日（金）13時30分

　　イ 　場　所　明治安田生命ビル４階第２会議室（

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、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 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３の⑴の場所及び川崎市ウェブサイト「入札情

報かわさき」内の「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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。
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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。

　　　───────────────────

川崎市公告第310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

　　　 川崎市立橘高等学校屋上50ｍ公認プール保守管理

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６日から令和３年９月30日まで

　⑷ 　調達概要

　　 　川崎市立橘高等学校の屋上50ｍ公認プールの施設

保守管理及び施設利用者の安全確保を目的とした業

務委託。詳細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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」種目「そ

の他の維持管理」で登録されていること。

　⑷ 　過去５年間（平成28年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

　⑸ 　業務内容が警備業法第２条第１項に該当すること

から（平成24年６月25日警察庁生活安全局生活安全

企画課犯罪抑止対策室長発出事務連絡「プール監視

業務を外部委託する場合における警備業の認定の要

否について」による。）、警備業法に基づき、都道府

県公安委員会から警備業者としての認定を受けてい

ること。

　⑹ 　当該プールは、公益財団法人日本水泳連盟プール

公認規則に基づく公認プールであることから、同規

則第16条に基づき、受託者は下記資格のいずれかを

有するプール管理者を配置しなければならない。た

だし、当該プールに常駐する必要はないものとする。

　　ア 　公益財団法人日本体育協会公認水泳指導員

　　イ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級指導員

　　ウ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳コーチ

　　エ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級コーチ

　　オ 　公益財団法人日本体育協会公認水泳教師

　　カ　公益財団法人日本体育協会公認水泳上級教師

　　キ 　公益財団法人日本体育施設協会水泳指導管理士

　　ク 　公益社団法人日本プールアメニティ施設協会　

プール衛生管理者

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　 　競争入札参加申込書等は、３⑴の場所で配布してい

ます。また、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」から競争入札

参加申込書をダウンロードすることができます。ただ

し、競争参加申込書の提出は持参によるものとし、郵

送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：小坂

　　　電　話：044－200－0357（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　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、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付

　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財

政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び

ダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じ。

５ 　実績の縦覧

　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日（金）

まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）、過去

の実績（令和元年度）におけるプール日報について、

３⑴の場所で縦覧に供します。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、令和３年

２月22日（月）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名
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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 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上ＦＡＸして下さい。また、ＦＡＸ後に

必ず担当者あて電話連絡をして下さい。

　⑵ 　受付期間

　　 　令和３年２月22日（月）～令和３年３月１日（月）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年３月３日（水）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、令和３年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に

100分の10に相当する額を加算した金額とする。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

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３月５日（金）　午後２時00分

　　イ 　場所　明治安田生命ビル４階第２会議室

　　　　　　（川崎市川崎区宮本町６番地）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

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

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、３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情

報」内の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

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 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は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。

　　　───────────────────

川崎市公告第311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　　
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１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎市立学校児童生徒結核検診委託契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立高等学校他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　概　　要

　　 　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）及び学校保健安

全法（昭和33年法律第56号）に基づき、市立学校に

在籍する児童生徒に対し、結核検診を実施する。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿の業種「医療関連業務」、種目

「その他の医療関連業務」で登載されていること。

　⑷ 　過去５年以内（平成28年度以降）に本市又は他の

官公庁において、類似の契約実績があり、かつ誠実

に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　担当　小坂

　　　電話　044－200－0357

　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、日曜日を除く。）

　　　 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により競争参加申込書を提出した者には、次

により競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付日時

　　　令和３年２月22日（月）　午後５時まで

　⑵ 　交付方法

　　 　川崎市の業務委託有資格業者名簿に電子メールア

ドレスを登録している場合は、電子メールにて送付

します。

　　 　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにて送付します。

　⑶ 　その他

　　 　競争参加資格があると認められた者には、入札説

明書を無料交付します。

　　 　また、入札説明書は上記３⑴の場所において、令

和３年２月10日（水）から令和３年２月18日（木）

まで縦覧に供します。（土曜日、日曜日を除く。毎

日午前９時から正午、午後１時から午後５時）

５ 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月22日（月）から令和３年３月１日

（月）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　質問については、入札説明書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、直接担当部署に提出す

るか、指定するＦＡＸあてに送信してください。

　　 　また、ＦＡＸにて質問する場合は、質問書を送信

した旨を担当まで連絡してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和３年３月３日

（水）までに、競争参加者全てに電子メール又はＦ

ＡＸにて送付します。

　⑸ 　その他

　　 　問い合わせ期間後に提出された質問には回答しま

せん。

６ 　競争参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当するときは、競争参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　競争参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし

たとき。

７ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は、「川崎市立学校児童生徒結核検診委

託契約仕様書」１　実施内容に定める検査項目の１

名あたりの単価の合計金額を記載してください。な

お、消費税額及び地方消費税額は、代金支払いの際

に加算しますので、入札書に記載する金額には含ま

れないものとします。

　　 　なお、契約金額は記載された合計金額を健康教育

課の設定する検査項目毎の予定金額で按分した価格
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となります。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時

　　　　令和３年３月５日（金）　午後１時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市川崎区宮本町６　明治安田生命ビル４階

　　　　第２会議室

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低

価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

できます。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第312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

　　　川崎市児童生徒新体力テスト集計処理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課・

川崎市立小学校・川崎市立中学校

　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

　　 　川崎市教育委員会が指定する小学校（19校）及び

中学校（13校）について、スポーツ庁の「児童生徒

新体力テスト」の内容に即した調査実施に係る、帳

票・物品等の作成、帳票の送付と回収、集計、電算

処理等、本市における児童生徒の体力の実態を把握

し、教育上の資料とするためのデータ作成業務。詳

細は入札説明書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種（電算関連業務）・種目

（その他電算関連業務）で登録されている者

　⑷ 　過去５年間（平成28年度以降）で類似委託業務の

実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布しています。また、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」から競争入札参加申込書をダウ

ンロードすることができます。ただし、競争参加申込

書の提出は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル４階

　　　川崎市教育委員会事務局学校教育部健康教育課

　　　学校保健・体育係　担当：池原

　　　電　話：044－200－1144（直通）

　　　ＦＡＸ：044－200－2853

　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、毎日

午前８時30分から正午まで及び午後１時から５時ま

で）とします。

４ 　入札説明書の交付
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　⑴ 　配布場所

　　 　３⑴と同じ。なお、本件の入札説明書及び仕様書

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の財

政局の入札公表の「入札公表詳細」からの閲覧及び

ダウンロードも可能です。

　⑵ 　配布期間

　　　３⑵と同じ。

５ 　資料の縦覧

　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月26日（金）

まで、令和２年度作成データについて、３の⑴の場所

で縦覧に供します。

６ 　競争参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争参加申込書を提出した者に、令和３年

２月22日（月）午後５時までに競争参加資格確認通知

書を交付します。

　　交付方法については次のとおりとします。

　⑴ 　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 　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ先

　　 　３の⑴と同じです。問い合わせ内容は、入札説明

書に添付している「質問書」の様式を使用し、必要

事項を記載の上ＦＡＸしてください。また、ＦＡＸ

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　受付期間

　　　令和３年２月22日（月）～令和３年３月１日（月）

　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前８時

30分から正午まで及び午後１時から５時まで）

　⑶ 　回答予定日

　　 　令和３年３月３日（水）午後５時までにＦＡＸ又

は電子メールにて回答

　⑷ 　その他

　　ア 　原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには

回答いたしません。

　　イ 　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

８ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。

　　イ 　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。

　　ウ 　入札は所定の入札書をもって行い、入札書及び

今回の入札にあたっては明細内訳を記載した一覧

表を入札件名が記載された封筒に封印して持参す

ること。郵送は認めない。

　　エ 　入札金額は、令和３年度当該委託業務に係る総

額（消費税額及び地方消費税額を含めないこと。）

を記載すること。なお、契約金額は入札金額に

100分の10に相当する額を加算した金額とする。

　　オ 　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

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３月５日（金）　午前11時30分

　　イ 　場所　明治安田生命ビル４階　第２会議室

　　　　　　　（川崎市川崎区宮本町６番地）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

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、３の⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札

情報」内の「契約関係規定」で閲覧することができ

ます。

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。
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　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑸ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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313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

　　　 川崎市立田島支援学校スクールバス運転等業務委

託（令和３年度）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立田島支援学校等

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　川崎市立特別支援学校の児童生徒及び関係教職

員を対象として、通学及び校外行事等に使用する

バスの調達及び運転業務を行う。

　　イ 　詳細は仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間（平成28年度～令和２年度）のいずれ

かの年度において、類似業務の実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　明治安田生命川崎ビル４階

　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　　支援教育係　二ノ宮担当

　　電　話　044－200－3287（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　E-Mail　88sidou@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　令和３年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「入札公表情報詳細」のペ

ージからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　※ 　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「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「入札公

表情報詳細」のページからダウンロードすることが

できます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ
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　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25日

（木）

　　　 （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

３月８日（月）【必着】までに３の宛先に必ず書留

郵便により送付してください。また、発送後に必ず

担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年３月９日（火）午前９時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　※ 　郵送により応札を実施しますので、来庁いた

だく必要はありません。

　　　※ 　入札結果につきましては、開札後、速やかに

お知らせいたします。

　⑶ 　再度入札等の実施

　　 　落札者がいない場合、または、くじにより落札者

を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い

たします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。　　

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

（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。

　　　───────────────────
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川崎市公告第314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

　　　 川崎市立中央支援学校スクールバス運転等業務委

託（令和３年度）

　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日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　川崎市立特別支援学校の児童生徒及び関係教職

員を対象として、通学及び校外行事等に使用する

バスの調達及び運転業務を行う。

　　イ 　詳細は仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５年間（平成28年度～令和２年度）のいずれ

かの年度において、類似業務の実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。

３ 　入札に関する事務を担当する所属

　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　明治安田生命川崎ビル４階

　　川崎市教育委員会事務局学校教育部指導課

　　支援教育係　二ノ宮担当

　　電　話　044－200－3287（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－2853

　　E-Mail　88sidou@city.kawasaki.jp

４ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出期間

　　 　令和３年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「入札公表情報詳細」のペ

ージからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　※ 　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「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「入札公

表情報詳細」のページからダウンロードすることが

できます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　受付期間

　　 　 令和３年２月22日（月）から令和３年２月25日

（木）

　　　 （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
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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３月８日（月）【必着】までに３の宛先に必

ず書留郵便により送付してください。また、発送

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年３月９日（火）午前９時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　※ 　郵送により応札を実施しますので、来庁いた

だく必要はありません。

　　　※ 　入札結果につきましては、開札後、速やかに

お知らせいたします。

　⑶ 　再度入札等の実施

　　 　落札者がいない場合、または、くじにより落札者

を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い

たします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　 　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか

かる費用は落札者の負担とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

（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。

　　　───────────────────

川崎市公告第315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年度スクールバス位置情報管理装置賃貸借

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立特別支援学校

　⑶ 　履行期間
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　　　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 　本賃貸借は、スクールバスの現在位置情報、遅

延等の運行状況を提供することを目的とします。

　　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 　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「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　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「入札公表情報詳細」のペ

ージからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　※ 　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「製造の請負・物件の供給等有資

格業者名簿」に電子メールアドレスを登録している

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「入札公

表情報詳細」のページからダウンロードすることが

できます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　受付期間

　　 　 令和３年２月22日（月）から令和３年２月25日

（木）

　　　 （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ご連絡ください。
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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３月８日（月）【必着】までに３の宛先に必

ず書留郵便により送付してください。また、発送

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年３月９日（火）午前９時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　※ 　郵送により応札を実施しますので、来庁いた

だく必要はありません。

　　　※ 　入札結果につきましては、開札後、速やかに

お知らせいたします。

　⑶ 　再度入札等の実施

　　 　落札者がいない場合、または、くじにより落札者

を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い

たします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　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」

（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。

　　　───────────────────

川崎市公告第316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年度特別支援教育サポート事業委託

　⑵ 　履行場所

　　　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日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア 　川崎市立学校等の通常の学級及び特別支援学級

等に在籍する発達障害を含む様々な障害のある児

童生徒に対して、学校生活上の介助や学習活動に

対する適切な支援等を行うことを目的に、有償ボ

ランティア（特別支援教育サポーター）を、大学、

地域、退職教職員等から募り、各学校に配置する。

　　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。
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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 　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　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「入札公表情報詳細」の

ページからダウンロードすることができます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　実績調書及び契約実績を確認できる契約書等の

写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参または郵送

　　※ 　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「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「入札公

表情報詳細」のページからダウンロードすることが

できます。

６ 　仕様書及び入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３に同じ。

　⑵ 　受付期間

　　　 令和３年２月22日（月）から令和３年２月25日

（木）

　　　 （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。
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　　 　また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

め、書留郵便による応札とします。

　　※ 　封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒

に１⑴の件名及び「入札書在中」と明記し、令和

３年３月８日（月）【必着】までに３の宛先に必

ず書留郵便により送付してください。また、発送

後に必ず担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　開札日時

　　　　令和３年３月９日（火）午前９時00分

　　イ 　開札場所

　　　　上記３に同じ。

　　　※ 　郵送により応札を実施しますので、来庁いた

だく必要はありません。

　　　※ 　入札結果につきましては、開札後、速やかに

お知らせいたします。

　⑶ 　再度入札等の実施

　　 　落札者がいない場合、または、くじにより落札者

を決定する場合は、別途事業者に連絡の上、実施い

たします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格であるときは、調査

を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９ 　契約の手続き等

　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」

（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。

　　　───────────────────

川崎市公告第317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　 学校産業廃棄物（専ら物）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　 産業廃棄物（専ら物）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

「産業廃棄物収集運搬業」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 　川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許

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
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　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　髙橋

　　　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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き

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「産業廃棄物収集運搬

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

　　　持参のみ

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。

　　※ 　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

されている電子メールアドレス、電子

メールアドレスを登録していない場合

は、ＦＡＸにより送付します。

　⑵ 　交付日　　令和３年２月19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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（積算内訳

書も持参してください。）

　⑵ 　入札・開札の日時　令和３年３月１日（月）

　　　　　　　　　　　　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
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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318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　 学校産業廃棄物（専ら物）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　 産業廃棄物（専ら物）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

「産業廃棄物収集運搬業」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 　川崎市又は神奈川県の産業廃棄物収集運搬業の許

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　髙橋

　　　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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き

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「産業廃棄物収集運搬

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

　　　持参のみ

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。

　　※ 　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

されている電子メールアドレス、電子

メールアドレスを登録していない場合

は、ＦＡＸにより送付します。

　⑵ 　交付日　　 令和３年２月19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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（積算内訳

書も持参してください。）

　⑵ 　入札・開札の日時　令和３年３月１日（月）

　　　　　　　　　　　　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319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　学校空気調和設備調査・点検等業務

　⑵ 　履行場所　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　令和３年４月１日～令和３年11月30日

　⑷ 　業務概要　 学校空気調和設備調査及びフロン排出

抑制法に基づく簡易点検及び定期点検

　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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「空調・衛生設備保守点検」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者であ

ること。

　⑹ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

　⑺ 　過去５年間で類似委託業務の契約実績があること。

　⑻ 　業務に必要な有資格者（冷媒フロン類取扱技術者

及び一定の資格・十分な実務経験等を有し、かつ、

点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し

た者）を有していること。
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３ 　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出・資料の閲覧場所及び問い合わせ先

　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※　ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑺及び、２⑻に示した資格の確認ができる書

類の写し

　　※ 　書類の提出に不備がある場合、参加資格の確認

ができない等、無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷ 　提出方法

　　　持参のみ

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22日（月）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22日（月）～令和３年２月24日（水）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※ただし、祝日を除きます。

　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。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。

　　※　郵送による提出は認めません。

　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３月１日（月）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵ 　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑶ 　入札・開札の日時　令和３年３月４日（木）

　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　⑷ 　入札・開札の場所　川崎市川崎区宮本町３－３

　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室

　⑸ 　入札保証金　　　　免除

８ 　落札者の決定等

　⑴ 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で価格をもって有効な入札

を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行っ

た者を落札者とします。ただし、その者の入札価格

が著しく低価格等の疑義が生じた場合は調査を行う

場合があります。

　⑵ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

９ 　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　要

　⑵ 　契約保証金　　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
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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。

10 　その他

　⑴ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

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をすることが

できます。

　⑸ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第320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　 学校小荷物専用昇降機保守点検業務

（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４年３月31日

　⑷ 　委託概要　小荷物専用昇降機の保守点検業務

　　　　　　　　※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「施設維持管理」、種目「エ

レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷ 　過去３年間に、本市又は他官公庁等において、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。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

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

　 　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・資料の閲覧場所及び問合せ先

　　　〒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 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※　ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

　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 　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

　　 　「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19日（金）までに交付

５ 　仕様に関する問合せ

　 　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 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）～令和３年２月22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 　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。
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　　※ 　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 　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、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３月２日（火）午後

２時

　⑶ 　入札・開札の場所　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 　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。

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321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　 学校小荷物専用昇降機保守点検業務

（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４年３月31日

　⑷ 　委託概要　小荷物専用昇降機の保守点検業務　

　　　　　　　　※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「施設維持管理」、種目「エ

レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷ 　過去３年間に、本市又は他官公庁等において、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。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

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

　 　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・資料の閲覧場所及び問合せ先
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　　　〒210－0004

　　　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５階

　　　教育委員会事務局　教育環境整備推進室

　　　管理担当　齋藤

　　　電　話　044－200－3270

　　　ＦＡＸ　044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

　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 　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

　　 　「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19日（金）までに交付

５ 　仕様に関する問合せ

　 　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 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）～令和３年２月22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 　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 　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、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３月２日（火）午後

２時

　⑶ 　入札・開札の場所　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 　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。

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
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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322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　 学校小荷物専用昇降機保守点検業務

（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４年３月31日

　⑷ 　委託概要　小荷物専用昇降機の保守点検業務

　　　　　　　　※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「施設維持管理」、種目「エ

レベーター保守点検」に登載されていること。

　⑷ 　過去３年間に、本市又は他官公庁等において、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。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。

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

　 　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・資料の閲覧場所及び問合せ先

　　　〒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 　配布・提出・資料の閲覧期間

　　 　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※ 　ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。

　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 　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

　　 　「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19日（金）までに交付

５ 　仕様に関する問合せ

　 　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 　問合せ受付期間

　　 　令和３年２月19日（金）～令和３年２月22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 　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 　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、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。
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　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３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　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 　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。

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323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　学校空気調和設備保守点検業務

　　　　　　　　　（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日から令和４年３月

31日まで

　⑷ 　　委託概要　 本業務は、川崎市立学校における空

気調和設備の保守点検業務を行う。

　　　　　　　　　※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「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。

　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。

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
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　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。

　　　※ 　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19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　午後４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１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　　免

　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324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　学校空気調和設備保守点検業務
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　　　　　　　　（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日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　委託概要　 本業務は、川崎市立学校における空気

調和設備の保守点検業務を行う。

　　　　　　　　※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「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。

　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。

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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　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。

　　　※ 　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19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　午後４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
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　　　　　　　　　　　　第１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　　免

　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325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　学校空気調和設備保守点検業務

　　　　　　　　（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日から令和４年３月31

日まで

　⑷ 　委託概要　 本業務は、川崎市立学校における空気

調和設備の保守点検業務を行う。

　　　　　　　　※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「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。

　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。

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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　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。

　　　※ 　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
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　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

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19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　午後４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１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　　免

　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326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　 学校産業廃棄物（焼却処分廃プラスチ

ック類）収集運搬業務（北部）

　⑵ 　履行場所　 宮前区、多摩区、麻生区の市立学校

（自校調理方式の給食実施校）

　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　 各市立学校から排出される焼却処分す

る廃プラスチック類の収集運搬業務

　　　　　　　　※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
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「産業廃棄物収集運搬業」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」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 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃

棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ

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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　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19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　午前11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、
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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327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　 学校産業廃棄物（焼却処分廃プラスチ

ック類）収集運搬業務（南部）

　⑵ 　履行場所　 川崎区、幸区、中原区、高津区の市立

学校（自校調理方式の給食実施校）

　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　 各市立学校から排出される焼却処分す

る廃プラスチック類の収集運搬業務

　　　　　　　　※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

「産業廃棄物収集運搬業」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」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 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃

棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ

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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　　　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
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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19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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３月１日（月）

　　　　　　　　　　　　午前11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328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　 学校産業廃棄物（廃プラスチック類）

収集運搬業務（南部）

　⑵ 　履行場所　川崎区、幸区、中原区の市立学校

　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　 各市立学校から排出されるリサイクル

処理する廃プラスチック類の収集運搬

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
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　 　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」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 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃

棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ

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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　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19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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３月１日（月）

　　　　　　　　　　　　午前10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
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　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329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　 学校産業廃棄物（廃プラスチック類）

収集運搬業務（北部）

　⑵ 　履行場所　 高津区、宮前区、多摩区、麻生区の市

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　 各市立学校から排出されるリサイクル

処理する廃プラスチック類の収集運搬

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

「産業廃棄物収集運搬業」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」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 　川崎市産業廃棄物収集運搬業又は神奈川県産業廃

棄物収集運搬業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラ

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２月10日（水）～令和３年２月17日（水）

　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。
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　　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19日（金）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19日（金）～令和３年２月22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25日（木）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３月２日（火）

　　　　　　　　　　　　午前10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330号

　　　入　　札　　公　　告

　「川崎区役所多言語庁舎案内・庁中取締り業務委託」

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
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 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　川崎区役所多言語庁舎案内・庁中取締り業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町８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

　　　 川崎区役所多言語庁舎案内・庁中取締り業務委託

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 　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。

　⑵ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１号各号による中小企業者であ

ること。

　⑶ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目について登録さ

れていること。

　　ア 　業種16「警備」・種目０２「人的警備」

　⑹ 　本庁舎ほか業務委託仕様書の内容を遵守し、確実

に業務を実施することができるとともに、この警備

に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑺ 　平成26年度以降、本市又は他官公庁において施設

警備業務（駐車場警備のみまたは機械警備を除く。）

の12か月以上の契約実績を有すること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8570　川崎市川崎区東田町８番地

　　　パレールビル７階　

　　　川崎区役所まちづくり推進部総務課

　　　担当　今井

　　　電話　044－201－3126

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月10日（水）から同月19日（金）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

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書の写し

　　ウ 　情報セキュリティに関する規格の認証取得を証

明する書類の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　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」（https://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、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３月１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

　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３月５日（金）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３月11日（木）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
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とができません。

　⑴ 　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の記載金額

　　　 　契約希望金額の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 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年３月16日（火）　午前10時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　パレールビル７階　第一会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　　⑴イ（ア）と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　　⑴イ（イ）と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて定めた予

定価格の範囲内で、最低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。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　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」

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

html）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。特定業務委託契約については、川崎

市のホームページ「入札情報かわさき」（https://

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

札・契約関連情報」→「特定契約（公契約）に関す

る情報」をご確認ください。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　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３　⑴ 　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331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年度区役所衛生課等の検査事業における検

体検査及び検体搬送業務委託

　⑵ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑶ 　履行場所

　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑷ 　委託概要

　　 　区役所衛生課等で行うＢ型肝炎ウイルス検査、Ｃ

型肝炎ウイルス検査、ＨＩＶ検査及び梅毒検査の事

業における、検査の実施及び検体の搬送を委託する。

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「医療関連業務」種目「衛

生検査」」に登録されていること。

　⑷ 　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。
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　⑴ 　配布及び提出場所

　　　〒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

　　　健康福祉局保健所感染症対策課　担当　上野

　　　電話　044－200－2439

　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17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15分まで）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、次により一般競争入札参加

資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレ

スを登載している場合は、一般競争入札参加確認通知

書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18日（木）までに通知書を交付また

は電子メールで送付します。

　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17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15分まで）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、次によ

り行います。

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し

てください。

　⑶ 　受付期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時15

分まで）

　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。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　紙入札方式

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月12日（金）　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

　　　　健康福祉局12Ｂ会議室

　　ウ 　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アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金
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　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の「契約

関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第332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年度川崎市感染症対策・ワクチンコールセ

ンター等業務委託

　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

　　 　本市の新型コロナウイルスを含めた感染症対策及

び新型コロナウイルスワクチンに関する市民、医療

機関及び施設等からの問合せ全般に対応するコール

センター等業務を委託する。

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

争入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　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　倉田、上野

　　　電　話　044－200－2439

　　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@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

　　 　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）

　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。メールアドレスの登

録がない場合には、郵送します。

　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18日（木）午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書は

３⑴の場所において、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 　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
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　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）午後５時まで

　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。

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３月12日（金）　午前11時00分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｂ会議室

　　エ 　入札金額は、総価を記載してください。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消費税及び地方消費税を

除いた税抜金額を入札書に記載してください。消

費税額及び地方消費税額は、代金支払の際に加算

しますので、入札書に記載する総額には含まれな

いものとします。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　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 　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は、３⑴と同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第333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年度新型コロナウイルス感染症相談対応に

おける区役所等への人材派遣業務委託

　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３年９月30日まで

　⑷ 　業務概要

　　　 新型コロナウイルス感染症に係るデータ入力等の

事務処理、電話相談対応及び架電対応。

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
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　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問合せ先

　　　〒212－0013

　　　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　倉田、上野

　　　電　話　044－200－1067

　　　ＦＡＸ　044－200－3928

　　　E-mail　40kansen@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

　　 　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）

　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。メールアドレスの登

録がない場合には、郵送します。

　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18日（木）午後５時まで

　⑶ 　入札説明書の交付

　　 　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無

償で入札説明書を交付します。また、入札説明書は

３⑴の場所において、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 　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10日（水）から令和３年２月19日

（金）午後５時まで

　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。

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３月12日（金）　午後３時00分

　　ウ 　入札場所

　　　　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　ソリッドスクエア西館12階　12Ｂ会議室

　　エ 　入札金額は、単価に予定数量を乗じた総価（推

定総金額）を記載してください。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

定に関わらず消費税及び地方消費税を除いた税抜

金額を入札書に記載してください。消費税額及び

地方消費税額は、代金支払の際に加算しますの

で、入札書に記載する金額には含まれないものと

します。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　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
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　　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、推定総金額の10パーセントを

納付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る

　　　予算の議決を要します。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「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は、３⑴と同

じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第334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

　　　 川崎市立中原図書館トイレ洗浄殺菌装置等賃貸借

及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市立中原図書館　川崎市中原区小杉町３－

1301

　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 　業務概要

　　 　川崎市立中原図書館のトイレ等の環境を衛生的に

良好に維持管理するためトイレ洗浄殺菌装置、室内

用消臭芳香装置及び便座用除菌装置を設置し、装置

を確実に機能させるため定期的に保守する。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年度製造の請負・物

件の供給等有資格業者名簿に業種「リース」、種目

「その他」で登録されていること。

　⑷ 　平成30年度以降に２件以上、川崎市または他の官

公庁において、類似するリース契約を締結し、これ

らをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加確認申請書の配布及び提出

　 　この入札に参加する者は、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

　　　〒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・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時までです。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を証する書類

　　ウ 　納入予定装置の規格、性能等を記載したカタロ

グ等の書類

　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、製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿

へ登載した際に電子メールのアドレスを登載している

場合は、一般競争入札参加資格確認通知書等は自動的

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19日（金）午前９時30分から正午ま

で

　　 　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。
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　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、仕様書等を交付し

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19日（金）から令和３年２月24日

（水）午後５時まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に記入し、

３⑴の電子メール又はＦＡＸあて送付してくださ

い。また、電子メールで送付する場合は必ず開封確

認メッセージを要求してください。電子メール又は

ＦＡＸ以外の方法による問い合わせには応じません。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月26日（金）午

後５時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸに

て送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月５日（金）午後３時30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 　入札は契約予定期期間60カ月の総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加

資格確認通知書を必ず持参してください。また、入

札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人

とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関

する権限の委任したことを示す委任状を入札前に提

出してください。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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 　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

　　　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。
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　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条第１号に規定する長期継続契約に該当しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第335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

　　　 川崎市立中原図書館壁掛け式空気清浄機賃貸借及

び保守

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市立中原図書館　川崎市中原区小杉町３－

1301

　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 　業務概要

　　 　川崎市立中原図書館の室内環境を衛生的に維持す

るために空気清浄機を設置し、定期的に保守を行

う。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年度製造の請負・物

件の供給等有資格業者名簿に業種「リース」、種目

「その他」で登録されていること。

　⑷ 　平成30年度以降に２件以上、川崎市または他の官

公庁において、類似するリース契約を締結し、これ

らをすべて誠実に履行していること。

３ 　一般競争入札参加確認申請書の配布及び提出

　 　この入札に参加する者は、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

　　　〒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・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時までです。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　契約実績を証する書類

　　ウ 　納入予定物品の規格、性能等を記載したカタロ

グ等の書類

　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、製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿

へ登載した際に電子メールのアドレスを登載している

場合は、一般競争入札参加資格確認通知書等は自動的

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19日（金）午前９時30分から正午まで

　　 　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19日（金）から令和３年２月24日

（水）午後５時まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に記入し、

３⑴の電子メール又はＦＡＸあて送付してくださ

い。また、電子メールで送付する場合は必ず開封確

認メッセージを要求してください。電子メール又は

ＦＡＸ以外の方法による問い合わせには応じません。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月26日（金）午

後５時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸに
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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３月５日（金）午後３時

　　ウ 　入札書の提出場所

　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室

　　　　川崎市中原区小杉町３－1301

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札は契約予定期期間60カ月の総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加

資格確認通知書を必ず持参してください。また、入

札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人

とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関

する権限の委任したことを示す委任状を入札前に提

出してください。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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 　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

　　　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」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６条第１号に規定する長期継続契約に該当しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第336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

　　　川崎市立中原図書館空調設備等保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市立中原図書館　川崎市中原区小杉町３－

1301

　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の空調機・外調機の点検、整

備、調整、フロン法に基づく簡易検査等。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、次の条件を満たし

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

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿に地域区分「市内」、業種「施設維持管理」、

種目「空調衛生」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。

３ 　一般競争入札参加確認申請書の配布及び提出

　 　この入札に参加する者は、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

　　　〒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・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時までです。

　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。

　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、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19日（金）午前９時30分から正午ま

で

　　 　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 　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、仕様書等を交付し

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。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19日（金）から令和３年２月24日

（水）午後５時まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に記入し、

３⑴の電子メール又はＦＡＸあて送付してくださ

い。また、電子メールで送付する場合は必ず開封確

認メッセージを要求してください。電子メール又は

ＦＡＸ以外の方法による問い合わせには応じません。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年２月26日（金）午

後５時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸに

て送付します。

６ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に

ついて虚偽の記載をしたとき。

７ 　　入札及び開札の手続等

　⑴ 　入札の方法

　　ア 　入札書の提出方法

　　　 　入札は所定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３月５日（金）午後２時30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 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、消費税を含まない

ものとします。消費税は、契約の際に加算するも

のとします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加

資格確認通知書を必ず持参してください。また、入



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－1064－

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 　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

　　　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第337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

　　　川崎市立図書館図書整理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市立図書館全７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

　　 　川崎市立図書館の図書資料を閲覧及び貸出に供す

るために、ラベル貼付、フィルムコーティング等に

より装備し整理する。詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　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日以降に公共図書館において１⑷

業務概要と同等の図書整理業務委託契約を締結し、

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

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申し込みをしなければなりません。

　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」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２月10日（水）から令和３年２月19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 　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。
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　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22日（月）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 　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入札説明書、仕様書等を交付し

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 　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、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３月２日（火）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３月10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

　　　　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

　　 　入札金額は、図書整理業務１件あたりの消費税を

含まない単価を記載してください。消費税は、支払

の際に加算するものとします。

　⑷ 　入札及び開札の立会い

　　 　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、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者は除きます。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札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」
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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。

　　　───────────────────

川崎市公告第338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

　　　オンラインデータベース提供業務

　⑵ 　履行場所

　　　中原図書館ほか川崎市立図書館全12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

　　 　複数の国内オンラインデータベースの提供につい

て一括契約するものです。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年度製造の請負・物

件の供給等有資格業者名簿に業種「書籍」、種目「書

籍」で登録されていること。

３ 　一般競争入札参加確認申請書の配布及び提出

　 　この入札に参加する者は、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

　　　〒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２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）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時までです。

　⑶ 　提出物

　　ア 　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。

　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、製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿

へ登載した際に電子メールのアドレスを登載している

場合は、一般競争入札参加資格確認通知書等は自動的

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22日（月）午前９時30分から正午まで

　　 　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、仕様書等を交付し

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22日（月）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。
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　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３月10日（水）午前10時30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 　入札は総価で行います。

　　イ 　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加

資格確認通知書を必ず持参してください。また、入

札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人

とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関

する権限の委任したことを示す委任状を入札前に提

出してください。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

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 　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」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。

　　　───────────────────

川崎市公告第339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

　　　麻生区岡上地区住居表示等実施業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　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　他

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月14日まで

　⑷ 　業務概要

　 　麻生区岡上地区の約71.8ｈａの住居表示の実施のた

め、対象地区内の全世帯の居住者や家屋の形状及び出

入口等の実態調査を行うとともに、住居表示台帳等の

関係資料の作成、住居表示のしおり等資料の各戸配布
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及び街区表示板の取付けを委託するもの。

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと

　⑵ 　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

　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 　中核市、政令市から直接受注した業務として、平

成28年度以降に履行が完了した、住居表示整備に関

する業務委託の実績を有すること

　⑸ 　事業者が個人情報の取扱いを適切に取り扱う体制

等を整備していることを証する、プライバシーマー

クを取得していること

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この競争入札に参加を希望する者は、次により一般

競争入札参加資格確認申請書及び必要な書類を提出し

てください。

　⑴ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布・提出

場所

　　　郵便番号　210－0007

　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２

　　　川崎フロンティアビル９階

　　　川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　　電　話　044－200－2111（代表）

　　　　　　　044－200－2736（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3912

　　　メール　25koseki@city.kawasaki.jp

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布、提出

期間

　　 　令和３年２月10日（水）から令和３年２月19日

（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　 　午前９時から午後４時（正午から午後１時を除

く。）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　「２　競争入札参加資格⑷⑸」を証明する資料

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参

加資格があると認められた者には、次により一般競争

入札参加資格確認通知書等を交付します。

　⑴ 　日時

　　　 令和３年２月22日（月）午前９時から午後４時

（正午から午後１時を除く。）

　⑵ 　方法

　　 　川崎市業務委託有資格者名簿に電子メールアドレ

スを登載している場合は電子メールで交付します。

電子メールアドレスを登録していない場合は、ＦＡ

Ｘまたは３⑴の場所で交付します。

５ 　入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ受付期間

　　 　 令和３年２月24日（水）から令和３年３月１日

（月）まで

　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　 午前９時から午後４時（正午から午後１時を除

く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、電子メール又はＦＡＸにて提出してくだ

さい。

　　 　質問に対する回答については、令和３年３月２日

（火）午後５時までに、競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者へ文書（電子メール又はＦＡ

Ｘ）にて送付します。なお、電話による結果の問い

合わせには一切応じられません。

６ 　競争入札参加資格の喪失

　⑴ 　開札前に「２　競争入札参加資格」の各号のいず

れかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他の提出

書類等に虚偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続及び開札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参による。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和３年３月３日（水）午前11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

　　ウ 　所定の入札書（川崎市契約規則第３号様式）を

もって行います。入札書を「入札件名」が記載さ

れた封筒に封印して持参してください。

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　入札金額等

　　ア 　入札書に記載する金額は、法令所定の消費税額

及び地方消費税額は含まない総額になります。ま

た、この金額には契約期間内の業務履行に必要と

なる一切の費用を含め見積もるものとします。
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　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。

　⑷ 　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　 　入札場所に入場しようとするときは、競争参加資

格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参して

ください。

　　 　入札及び開札に参加する者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会い

に関する権限の委任を受けなければなりません。入

札前に委任状を提出してください。

　⑸ 　開札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑹ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑺ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑻ 　再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立

ち会わないものは除きます。

　⑼ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号のいずれかに該当する場合は、全部又

は一部を免除します。

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　落札者は、契約締結までに落札額の内訳を提示し

てください。様式は問いません。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　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。

９ 　その他

　⑴ 　詳細は入札説明書によります。

　⑵ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第340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２年度川崎市複合福祉センターふくふくへの

移転等に伴う原状回復業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区砂子１－７－５

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和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、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　入札期日において、平成31・32年度川崎市業務委

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 　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」または「準市内」で登録されてい

ること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　過去２年間で類似業務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及び仕様書等の配

布・閲覧・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

　　　健康福祉局総務部施設課　伊佐

　　　電　話　044－200－0467（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail　40sisetu@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



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－1070－

（火）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

　　　持参または郵送とします。

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）午前８時30分から令和３

年２月19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　40sisetu@city.kawasaki.jp

　⑸ 　回答方法

　　 　令和３年２月22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、原状回復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２月25日（木）　午前10時

　　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　10Ｂ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

　　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
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　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９ 　その他

　⑴ 　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 　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341号

　　　入　　札　　公　　告

　川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽等清

掃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

　　　 川崎市幸区役所電気・機械設備保守及び雑排水槽

等清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市幸区役所（川崎市幸区戸手本町１丁目11番

地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

　　　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、川崎市の令和３・４年度業務

委託有資格業者名簿の業種「施設維持管理　電気機

械」及び「施設維持管理　空調衛生」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」で登録されている者。

　⑸ 　過去５年以内に国又は地方自治体の施設において

設備保守の類似実績があること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　電話：044－556－6603

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp

　　※ 　一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわさ

き」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・落

札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入札公表」

－「財政局」）

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

html）

　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）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書写し（契約の件名と契約者の

代表印が確認できるページのみで可）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年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。ただし、電子メールで

配信する場合は令和３年２月19日（金）午前９時か

ら午後５時までに配信します。

５ 　仕様に関する問合せ
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　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　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　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３

月１日（月）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」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２日（火）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年３月９日（火）　午前11時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　　幸区役所４階　第４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

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第342号

　　　入　　札　　公　　告

　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託に関す

る一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　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

　　　幸区役所及び御幸集会所植木維持管理業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市幸区役所（川崎市幸区戸手本町１丁目11番

地１）

　　　御幸集会所（川崎市幸区河原町１－58）

　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

　　　入札説明書に添付の仕様書による

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

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市の令和３・４年度業務

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」に登載されていること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所まちづくり推進部総務課

　　　電話：044－556－6603

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　　　E-Mail：63soumu@city.kawasaki.jp

　　※ 　一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわさ

き」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・落

札結果）」－「入札情報」－「委託」－「入札公表」

－「財政局」）

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

html）

　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）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書、入札説明書を交付します。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年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。

　　 　ただし、電子メールで配信する場合は令和３年２

月19日（金）午前９時から午後５時までに配信しま

す。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。

　　　電子メール　63soumu@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－555－3130

　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３

月１日（月）午後５時までとします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」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２年３月２日（火）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札

　　（ア）入札日時

　　　　　令和３年３月９日（火）　午後２時

　　（イ）入札場所

　　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　　川崎市幸区役所４階　第４会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　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

　　 　予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の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
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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

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第343号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和２年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

　　　 妊婦健康診査・特定不妊治療費助成事業データ処

理等事務委託

　⑵ 　履行場所

　　　 川崎市川崎区東田町５番地４

　　　 川崎市役所こども未来局こども支援部こども保健

福祉課

　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 　調達概要

　　 　川崎市妊婦健康診査事業及び特定不妊治療費助成

事業の請求診査・支払等事務を処理するためのデー

タ処理業務を委託します。

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「電算関連業務」・種目「デー

タ入力」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者名簿に地

域区分「市内（又は準市内）」で登録されている者

　⑸ 　官公需について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２号の２による中小企業者で

あること。

　⑹ 　仕様書の内容を遵守し、本調達に係るデータ処理

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、競争入札参加申込

書の提出により、入札参加の申込みをしなければなり

ません。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13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２月10日（水）から令和３年２月17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）とします。

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札参加資格確認通知書の交付

　 　３により競争入札参加申込書を提出した者には、次

により入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　日時

　　　令和３年２月18日（木）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
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ない場合はＦＡＸにて交付

５ 　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２月10日（水）から令和３年２月22日

（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶ 　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24日（水）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。

６ 　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。

７ 　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25日（木）から令和３年３月３

日（水）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25日（木）から令和３年３月３

日（水）まで（土、日及び祝日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後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、仕様書の第４条に定めるア～ウの業

務の各単価の合計額（税抜）を記載してください。

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。

　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。

８ 　開札の日時及び場所

　⑴ 　日時

　　　令和３年３月４日（木）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。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。
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　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の契約関係規定で閲覧することが

できます。

10 　その他

　⑴ 　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、３⑴と同じで

す。

　⑶ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

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344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２月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区有馬一丁目1896番３

 ほか３筆の一部　　

 1,480平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都渋谷区猿楽町10番11号

　　日本レストランシステム　株式会社

　　代表取締役　大林　豁史

３ 　予定建築物の用途

　　飲食店

 計画戸数：１戸

４ 　開発許可年月日及び許可番号

　　令和２年９月23日

　　川崎市指令　ま宅審（イ）第60号

　　　───────────────────

川崎市公告第345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12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎区内道路維持（モール清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区駅前本町８番地先他

履行期限 令和３年４月１日から令和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。

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16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。
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そ　の　他

　 　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２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅東口道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市川崎区駅前本町12番地先他

履行期限 令和３年４月１日から令和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。

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16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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 武蔵溝ノ口駅南北自由通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市高津区溝口１丁目１番地先

履行期限 令和３年４月１日から令和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。
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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３月16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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅西口施設（１・３号デッキ等）建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区大宮町２番地先他

履行期限 令和３年４月１日から令和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。

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16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５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅中央通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内

履行期限 令和３年４月１日から令和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「建物清掃等」種目「建築物清掃」で登

録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月16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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新川崎駅施設（鹿島田跨線歩道橋）他建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１丁目地内

履行期限 令和３年４月１日から令和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。

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16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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎駅北口通路等周辺施設建物清掃委託

履行場所 川崎市幸区堀川町地内、川崎区駅前本町地内

履行期限 令和３年４月１日から令和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。

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16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 梶ヶ谷小学校給食室等増築及び職員玄関等改修その他工事家屋事後調査委託

履行場所 川崎市高津区梶ヶ谷４丁目12番地

履行期限 令和３年４月１日から令和３年７月16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「補償コンサルタント」で登録されてい

る者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月16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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 道水路台帳平面図補正測量委託

履行場所 川崎市内全域

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されてい

る者。

⑹ 　主任技術者として、測量士の資格を有する者を配置すること。

　 　また、配置予定の測量士は一般競争入札参加申し込み締切日以前において、直接的な雇用関係

（自社社員）であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月16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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 五反田川放水路施設設計（管理橋詳細設計等）業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田８丁目地内、登戸新町地内

履行期限 令和３年４月１日から令和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」で登録されている者。

⑷ 　平成17年４月１日以降に、地下河川（放水路、調節池）又は地下貯留管の設備計画及び設計業

務の履行完了実績を有すること。

⑸ 　管理技術者は、「技術士：建設部門（河川、砂防及び海岸・海洋）」、「技術士：上下水道部門」、「Ｒ

ＣＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋）」又は「ＲＣＣＭ（下水道）」のいずれかの資格を有する者

を配置すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月16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 令和３年度川崎都市計画施設測量業務委託

履行場所 多摩区宿河原ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月15日　限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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「測量」種目「測量一般」で登録され

ている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月16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12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道扇町６号線冠水対策詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区扇町７番地先

履行期限 令和３年４月１日から180日間

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
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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業種「建設コンサルタント」種目「下水道部門」

で登録されている者。

⑷ 　次の要件を満たすものを管理技術者又は照査技術者として配置すること。

　ア 　「技術士：道路部門」又は「ＲＣＣＭ（道路部門）」の資格を有する者

　イ 　「技術士：上下水道部門」又は「ＲＣＣＭ（下水道）」の資格を有する者

　　※ 　管理技術者及び照査技術者は、それぞれアとイの異なる部門の資格を有するものを配置す

ること

　　※　ア及びイのいずれかは、技術士の資格を有するものを配置すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月16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。

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

川崎市公告第346号

　公募型プロポーザル方式について次のとおり公告しま

す。

　　令和３年２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件　　名

　　 令和３年度扇島地区の土地利用に関する方針検討業

務委託

２ 　履行期間

　　契約締結日から令和４年３月18日まで

３ 　履行場所

　　川崎市川崎区　ほか

４ 　事業概要

　 　令和５年度にＪＦＥスチール京浜地区の高炉等の休

止が予定されていることにより、扇島地区について、

臨海部ビジョンの「30年後の川崎臨海部の目指す将来

像」との整合性を踏まえた土地利用に向けた具体的な

方針策定が必要となっている。

　 　本業務は、令和４年度に「扇島地区の土地利用に関

する方針（以下「土地利用方針」という。）」を策定す

るための「基礎調査及び構想作成」のフェーズとし

て、令和３年度に設置する有識者会議での意見等をも

とに、当該エリアを取り巻く環境変化、関連法規制、

土地利用の現況、インフラの整備状況、周辺の土地利

用再編の動向等、土地利用検討に際して考慮すべき施

策条件等を整理した上で、当該エリアの導入機能、土

地利用ゾーニングを比較評価するとともに基盤整備等

を整理し、土地利用方針の中間とりまとめ案を作成す

るための業務である。また、土地利用方針中間とりま

とめに向けた有識者会議等の企画・運営業務（会議に

向けた調整、資料作成、有識者との調整等）を行うた

めの業務である。

５ 　契約上限額

　　37,917,000円（消費税及び地方消費税含む）

６ 　参加資格

　⑴ 　本業務と同種又は類似する本市及び他官庁並びに

民間のいずれかにおける実績がある者

　⑵ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

生手続開始の申立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 　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

　⑷ 　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

　⑸ 　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。

　⑹ 　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。

　⑺ 　川崎市競争入札参加資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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　⑻ 　令和３・４年度の川崎市業務委託有資格業者名簿

において、本業務に対応するとして定めた業種（20

調査・測定）・種目（02市場調査）に登録されてい

る者

７ 　評価項目及び基準等

　⑴ 　理解度等

　　Ａ　業務理解

　　Ｂ　企画力

　⑵ 　企画提案内容

　　Ｃ　 企画提案①（有識者会議での意見等に基づく基

礎調査及び構想作成業務）

　　Ｄ　企画提案②（有識者会議等の企画運営業務）

　⑶ 　事業実施体制

　　Ｅ　業務体制

　　Ｆ　スケジュール

　⑷ 　実績・費用対効果

　　Ｇ　業務実績

　　Ｈ　業務経費

８ 　提出書類

　⑴ 　参加意向申出書の提出

　　ア 　提出期限　令和３年２月22日（月）17時必着

　　イ 　参加意向申出書（様式１号）　　　正本１部

　　ウ 　誓約書（様式３号）　　　　　　　正本１部

　　エ 　類似・関連事業の実績一覧表（様式４号）

　　　　正本１部

　　オ 　付属書類　各１部

　　　※ 　参加を取り下げる場合は、３月３日（水）ま

でに参加辞退届（様式２号）正本１部を提出す

ること。

　⑵ 　質問書の提出

　　ア 　提出期限　令和３年３月４日（木）17時必着

　　イ 　質問書（様式５号）

　⑶ 　企画提案書

　　ア 　提出期限　令和３年３月15日（月）17時必着

　　イ 　企画提案書表紙（様式６号）　　　正本１部

　　ウ 　企画提案書（様式任意）８部（うち正本１部）

　　エ 　費用見積書（様式７号）　　　　　正本１部

　　オ 　事業の総括責任者・従事予定者一覧表

　　　　　　　　　　　　　（様式８号）　正本１部

　⑷ 　提出方法

　　 　直接持参又は郵送（提出期限必着）で提出するこ

と。

　　 　郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法

に限る。

　　　なお、質問書は電子メールでの提出も可能とする。

　⑸ 　提出先

　　　〒210－0005

　　　川崎市川崎区東田町５－４

　　　川崎市役所第３庁舎10階

　　　臨海部国際戦略本部戦略拠点担当

　　　電　話　044－200－2056

　　　ＦＡＸ　044－200－3540

　　　電子メール　59senryaku@city.kawasaki.jp

９ 　委託先の選定

　⑴ 　１次審査及び２次審査による審査及び評価を行う。

　⑵ 　１次審査は、書類審査により行う。審査結果は、

確定後直ちに、提案者に書面により通知（様式９号）

する。

　⑶ 　２次審査は、当該評価委員会において、提案書等

について30分程度のヒアリング（プレゼンテーショ

ン20分、質疑応答10分程度）を実施する。日程は令

和３年３月19日（金）を予定している。なお、新型

コロナウイルス感染症の状況により、提出された書

類による書面審査等に変更する場合がある。

　⑷ 　２次審査の結果により提案内容の順位付けを行

い、総合得点が最も高い提案者を業務委託候補者と

して特定する。

　⑸ 　総合得点が最も高い提案者が複数ある場合は、「評

価項目」の企画提案内容が最も高い提案者を業務委

託候補者とする。

　⑹ 　選定結果については、全ての提案者に書面により

通知（様式10号）する。

10 　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

11 　契約書作成の要否

　　　要

12 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　８⑸と同じ

13 　その他必要と認める事項

　⑴ 　提案書の作成に関する提出者の費用負担の有無

　　 　企画提案書等作成に伴う費用は、提案者の負担と

する。

　⑵ 　その他

　　ア 　詳細は、本企画提案書作成・応募要領を参照す

ること。

　　イ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要する。

　　　───────────────────

川崎市公告第347号

　川崎市卸売市場機能更新に係る検討支援業務委託の業

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２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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１ 　公募型プロポーザルに関する事項

　⑴ 　件　　名　川崎市卸売市場機能更新に係る検討支

援業務委託

　⑵ 　業務事項

　　 　北部市場の機能更新に係る事業等を推進するた

め、民間活用に係る調査の結果等を踏まえ、「（仮

称）川崎市卸売市場機能更新に係る基本計画」の策

定及び「ＰＦＩ事業等の事業者公募・選定に向けた

作業」に関する支援等を行うもの

　⑶ 　委託期間　契約締結日～令和５年３月17日（金）

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 　卸売市場の機能更新計画・経営改善計画等の策定

及び多数の関係者を対象とした意見調整・合意形成

に関するノウハウがある者

　⑵ 　卸売市場の機能更新計画・経営改善計画等の策定

に係る実績がある者

　　　（参加意向申出書提出時に、実績を示す資料を添付）

　⑶ 　法人格を有する者

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立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

　⑸ 　ＮＰＯ法人においては、特定非営利活動促進法第

２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の運営

又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動）に該

当する活動を行う者、その他の法人においては定款

等により同様の事業目的が確認できる者

　⑹ 　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

　⑺ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑻ 　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「20　調査・測定」種目「99　その他

の調査・測定」に登録がある者

　⑼ 　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

　⑽ 　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

　⑾ 　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審査基準

　⑴ 　企画提案の視点・内容

　⑵ 　事業実施体制

　⑶ 　提案内容の工夫

　⑷ 　取組意欲・積極性

　⑸ 　提案内容の実行可能性

　⑹ 　経済性・効率性

４ 　担当部局

　　川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場管理課

　　〒216－8522　神奈川県川崎市宮前区水沢１－１－１

　　電　話　044－975－2213

　　ＦＡＸ　044－975－2242

　　メールアドレス　28hokan@city.kawasaki.jp

５ 　企画提案実施要領の交付の期間、場所

　⑴ 　配付期間　 ２月15日（月）～２月18日（木）17時

まで

　⑵ 　交付場所　４と同じ

６ 　参加意向申出書の受付期間、提出方法及び送信先

　⑴ 　受付期限　 ２月15日（月）～２月18日（木）17時

必着

　⑵ 　提出方法　 電子メール（原本は、企画提案書の郵

送時に併せて郵送）

　⑶ 　送信先　　４と同じ

７ 　企画提案書の受付期間、提出方法及び郵送先

　⑴ 　受付期間　 ３月４日（木）～３月９日（火）17時

必着

　⑵ 　提出方法　 郵送（書留郵便等の配達記録が残るも

のを使用）

　⑶ 　郵送先　　４と同じ

　⑷ 　提出書類　 企画提案書８部、見積書９部（正本１

部と写しを８部、年度ごとに作成）、

業務実施体制・主な事業実績（様式は

任意）８部、会社概要（パンフレット

等）８部、参加意向申出書の原本（６

で送信したデータと同一のもの）

８ 　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴ 　言語　日本語

　⑵ 　通貨　日本国通貨

９ 　契約書作成の要否

　　要する

10 　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11 　その他必要と認める事項

　⑴ 　業務規模概算額

　　　１年目　23,000,000円

　　　２年目　18,000,000円

　　　合　計　41,000,000円

　　　（いずれも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、

プロポーザル参加者の負担とします。
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　⑶ 　その他

　　ア 　審査結果の発表は３月19日（金）を予定してい

ます。

　　イ 　詳細は、本公募型企画提案実施要領を御参照く

ださい。

　　　───────────────────

川崎市公告第348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15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水路維持（宮前）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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３月２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

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

します。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水路維持（多摩）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。
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参 加 資 格

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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３月２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

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

します。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水路維持（麻生）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「土木」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　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３月２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

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

します。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道塩浜６号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜１丁目16番地先

履行期限 契約の日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年３月２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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 市道南加瀬111号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市幸区南加瀬４丁目29番地先

履行期限 契約の日から令和３年６月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第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「舗装」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年３月２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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 市道小川町線舗装道補修（切削・打換）工事

履行場所 川崎市川崎区日進町１番地先他１箇所

履行期限 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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「舗装」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 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年３月２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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 幸区内主要地方道鶴見溝ノ口舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区北加瀬３丁目16番３地先他１箇所

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 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶ 　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 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

⑺ 　令和３・４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３月３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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 市道中幸町１号線道路補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区河原町１先

履行期限 契約の日から令和３年６月30日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第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「舗装」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 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年３月３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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道北加瀬61号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市幸区北加瀬１丁目９番地先他１箇所

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 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ｂ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和３年３月３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

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

します。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩区内主要地方道川崎府中舗装道補修（切削）工事）

履行場所 川崎市多摩区長尾１丁目８番地先

履行期限 契約の日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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。
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参 加 資 格

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

こと。

⑺ 　令和３・４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３月３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

当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 幸区内市道南幸町渡田線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市幸区南幸町１丁目45番地先

履行期限 契約の日から令和３年７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 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「Ａ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

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

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、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
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入札日時等 令和３年３月３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

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

します。

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

川崎市公告第349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15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２月15日（月）～令和３年２月18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

　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22日（月）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」
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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22日（月）～令和３年２月24日（水）

　　※ 　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26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３月５日（金）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350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２月15日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　公募型プロポーザルに付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 教職員の働き方・仕事の進め方改革に向けた課題

分析及び業務改善支援業務委託

　⑵ 　業務内容

　　　 学校現場の現状・課題等の分析・可視化、業務改

善活動に対する支援等

　⑶ 　履行場所

　　　川崎市教育委員会事務局、川崎市立小中学校

　⑷ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年３月31日（木）まで

　⑸ 　募集手続

　　　詳細は参加要領によります。

２ 　提案資格

　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

おいて、当該契約に対応するとして定めた業種・種

目（業種「その他業務」、種目「その他」）に登録さ
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れている者

　⑷ 　事業目的・趣旨等を理解し、事業を推進できる者

３ 　参加要領、仕様書の配布

　 　参加要領、仕様書については、次のホームページか

らダウンロードしてください。

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

　　0000125935.html

　※ 　同様のものを川崎市教育委員会事務局教育政策室

でお渡しすることも可能です。必要があればお越し

ください。

４ 　参加意向申出書の提出等

　⑴ 　参加意向申出書

　　 　プロポーザルに参加を希望される方は、参加意向

申出書（様式１）を提出してください。

　　 　参加意向申出書（様式１）については、次のホー

ムページからダウンロードしてください。

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

　　　0000125935.html

　　ア 　提出期間：令和３年２月15日（月）から令和３

年２月25日（木）まで

　　イ 　提出場所：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　　　　　　　　 住所　〒210－0004　川崎市川崎区

宮本町６番地

　　　　　　　　　電話　044－200－0915

　　ウ 　提出方法：持参又は郵送

　⑵ 　提案資格確認結果通知書の交付

　　 　参加意向申出書を提出した事業者には、当該業務

委託の提案資格の有無について、提案資格確認結果

通知書を競争入札参加資格審査申請時に登録してい

る電子メールアドレスへ送付いたします。

５ 　提案資格を有した事業者の企画提案書等の提出

　　企画提案書等を次のとおり受け付けます。

　⑴ 　受付期間：令和３年３月４日（木）から令和３年

３月15日（月）まで

　⑵ 　提出場所：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　　　　　　　 住所　〒210－0004　川崎市川崎区宮

本町６番地

　　　　　　　　電話　044－200－0915

　⑶ 　提出方法：持参又は郵送

６ 　問い合わせ・連絡先

　　担　当：川崎市教育委員会事務局教育政策室

　　住　所：〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地

　　電　話：044－200－0915

　　ＦＡＸ：044－200－3950

　　電子メール：88seisaku@city.kawasaki.jp

７ 　その他

　⑴ 　提出された書類等は原則返却いたしません。

　⑵ 　提出する書類の作成及び提出に要する経費は、応

募者の負担とします。

　⑶ 　手続において使用する言語は日本語、通貨は日本

円とします。

　⑷ 　契約書の作成を要します。

　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。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第130号

　　　入　　札　　公　　告

　令和３年度保育人材確保事業広報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２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年度保育人材確保事業広報業務委託

　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）、他

　⑶ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　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・種目に登載されてい

ること。

　　　業種：その他業務　　種目：広告代理店

　⑸ 　平成30年度以降、本市又は他官公庁等において、

本委託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績

を有すること。ただし、発注者と直接契約を締結し

履行した元請としての実績に限る。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。
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　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　こども未来局子育て推進部保育対策課

　　　電　話：044－200－3705

　　　ＦＡＸ：044－200－3933

　　　E-Mail：45taisak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　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

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　　　※ 　競争参加申込書の様式について、電子メール

での配布を希望される場合、３⑴の電話番号及

びメールアドレスへ御連絡ください。（電話と

メール、両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書

　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和３年

２月25日（木）から令和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

供します。

　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、令和３年３月４

日（木）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、次の

窓口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３月４日（木）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年３月４日（木）から令和３年３月８日

（月）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴の電子

メールアドレスあて送付してください。また、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡し

てください。

　　 　電子メールでの提出が不可能な場合等は、その旨

を電話連絡の上、３⑴の所管課へ「質問書」を持参

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９日（火）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、令

和３年３月９日（火）に、競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電

子メールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　　ア　入札日時

　　　　令和３年３月12日（金）午前11時

　　イ　入札場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所第３庁舎13階

　　　　こども未来局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
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効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第131号

　　　入　　札　　公　　告

　令和３年度保育のお仕事就職相談会広報に係るポステ

ィング等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２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年度保育のお仕事就職相談会広報に係る

　　　ポスティング等業務委託

　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）、他

　⑶ 　履行期限

　　　令和３年４月１日から令和４年１月31日まで

　⑷ 　調達概要

　　　委託業務仕様書による

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　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・種目に登載されてい

ること。

　　　業種：その他業務　　種目：その他

　⑸ 　平成30年度以降、本市又は他官公庁において、本

委託業務の内容を同じくする契約実績を有するこ

と。ただし、発注者と直接契約を締結し履行した元

請としての実績に限る。

３ 　競争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

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　川崎市役所第３庁舎14階

　　　こども未来局子育て推進部保育対策課

　　　電　話：044－200－3705

　　　ＦＡＸ：044－200－3933

　　　E-Mail：45taisak@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　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

　　　 午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　　　※ 　競争参加申込書の様式について、電子メール

での配布を希望される場合、３⑴の電話番号及

びメールアドレスへ御連絡ください。（電話と

メール、両方への連絡が必須です）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争参加申込書
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　　イ 　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、

無償で入札説明書を交付します。

　 　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和３年

２月25日（木）から令和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

供します。

　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　 　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争参加申込書を提出した者には、令和３年３月４

日（木）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、次の

窓口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３月４日（木）

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

６ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑴と同じ

　⑵ 　問合せ期間

　　 　令和３年３月４日（木）から令和３年３月８日

（月）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶ 　提出方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴の電子

メールアドレスあて送付してください。また、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡し

てください。

　　 　電子メールでの提出が不可能な場合等は、その旨

を電話連絡の上、３⑴の所管課へ「質問書」を持参

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９日（火）の午前９時から正午までと、午

後１時から午後５時まで縦覧に供するとともに、令

和３年３月９日（火）に、競争参加資格確認通知書

の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格があ

ると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電

子メールにて送付します。

７ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　　ア　入札日時

　　　　　令和３年３月12日（金）午前10時

　　イ　入札場所

　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　川崎市役所第３庁舎13階

　　　　こども未来局会議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　８⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　８⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　議決の要否

　　 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。
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　⑸ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第132号

　　　入　　札　　公　　告

　新型コロナウイルス感染症における検体等輸送業務委

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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 新型コロナウイルス感染症における検体等輸送業

務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市幸区役所

　　　（川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１）

　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

　　　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、川崎市の令和３・令和４年度

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。（業種及

び種目要確認）

　⑷ 　民間事業者による信書の送達に関する法律（平成

14年法律第99号）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４ｋｇを超える信書便物を送達す

る役務）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

　　　〒212－8570

　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　川崎市幸区役所３階

　　　川崎市幸区役所地域みまもり支援センター

　　　（福祉事務所・保健所支所）衛生課

　　　電　話：044－556－6682

　　　ＦＡＸ：044－556－6659

　　　E-Mail：63eisei@city.kawasaki.jp

　　　※ 　一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペ

ージからダウンロードできます。（「入札情報か

わさき」－「入札情報」－「入札情報（入札公

表・落札結果）」－「入札情報」－「委託」－

「入札公表」－「財政局」）（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　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

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶ 　提出物

　　　一般競争入札参加申込書

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

明書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま

す。

　⑴ 　交付場所

　　　３⑴と同じ

　　 　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録

した際に電子メールアドレスを登録している場合

は、電子メールで配信します。

　⑵ 　交付日時

　　 　令和３年３月５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。ただし、電子メールで

配信する場合は令和３年３月５日（金）午前11時ま

でに配信します。

５ 　仕様に関する問合せ

　⑴ 　質問受付方法

　　　電子メールまたはＦＡＸによります。
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　　　電子メール　63eisei@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ：044－556－6659

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和３年３月５日（金）午前９時から令和３年３

月11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３⑴の所管課まで電話連絡願います。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年３月12日（金）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

６ 　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

７ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　持参による入札

　　ア　入札日時

　　　　令和３年３月15日（月）午後２時

　　イ　入札場所

　　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１

　　　　幸区役所３階ホール

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時

　　　７⑴アと同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　７⑴イと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　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

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「ダウンロードコーナー」

－「契約関係規定」で閲覧することができます。

９ 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第133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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　 区役所事務サービスシステムセンタ機器等の賃貸借

及び保守に関する契約

２ 　履行期間

　　令和３年１月25日から令和８年12月31日まで

３ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

４ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年１月25日

５ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　ＪＥＣＣ

　　専務取締役　依田　茂
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　　東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

６ 　契約金額

　　276,091,200円

７ 　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第134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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　　テレワーク環境及び閉域回線の賃貸借及び保守契約

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市川崎区東田町５番地４ 　川崎市役所第３庁舎

　　川崎市総務企画局情報管理部システム管理課

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和３年１月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　株式会社　内田洋行　営業統括グループ

　　取締役上席執行役員　営業統括グループ統括

　　小柳　諭

　　東京都江東区東陽二丁目３番25号

５ 　契約金額（税抜き総額）

　　267,816,300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12月10日

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第135号

　　　入　　札　　公　　告

　「第３庁舎等廃プラスチック収集運搬業務委託」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庁舎等廃プラスチック収集運搬業務委託

　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庁舎等廃プラスチック収集運搬業務委託仕様

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

　　　電話　044－200－2081

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月25日（木）から同年３月２日（火）

までの開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

４ 　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」（http://www.city.

kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧

することができるほか、同ホームページからダウン

ロードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、令和３年３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３月５日（金）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３月９日（火）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３月11日（木）

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３月12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４階　庁舎管理課会議室

　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

　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136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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　業 務 名

　　 岡上丸山特別緑地保全地区保全管理計画更新等業務

委託

２ 　履行期間

　　令和３年４月１日から令和３年12月24日まで

３ 　履行場所

　　 岡上丸山特別緑地保全地区内及び王禅寺四ツ田特別

緑地保全地区内

４ 　業務概要
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　⑴ 　業務目的

　　 　本委託は、将来的に良好な樹林地として保全及び

活用していくために、動植物の基礎調査や周辺住民

等との意見交換をふまえ、岡上丸山特別緑地保全地

区における保全管理計画の更新及び王禅寺四ツ田特

別緑地保全地区における保全活用方針の策定を行う

ものである。

　⑵ 　業務内容

　　ア 　共通

　　（ア）計画準備

　　（イ）協議打合せ

　　（ウ）報告書作成

　　イ 　保全管理計画更新

　　（ア）資料収集整理

　　（イ）現地調査

　　（ウ）意見交換会運営・進行

　　（エ）保全管理計画更新

　　ウ 　保全活用方針策定

　　（ア）現地調査

　　（イ）意見交換会運営補助

　　（ウ）保全活用方針策定

５ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加することができる者は、次に掲げる

要件を備えた者とする。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中または川崎市競争入札参加資格者指名停止等要

綱による指名停止期間中の者でないこと。

　⑵ 　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「建設コンサルタント」種

目「造園」かつ「建設環境」で搭載されていること。

　⑶ 　法人であること。

　⑷ 　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規

定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない

ことまたは民事再生法（平成11年法律第225号）第

21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。

　⑸ 　本業務に類似する計画策定に係る業務実績を有す

ること。

６ 　担当部局

　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの協働推進課

　　〒210－0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１

　　川崎駅前タワー・リバーク17階

　　電　話　044－200－2365（直通）

　　ＦＡＸ　044－200－3973

　　電子メール　53mikyo@city.kawasaki.jp

７ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び委託仕様書の

配布等

　⑴ 　配布期間

　　 　令和３年２月25日（木）から令和３年３月４日

（木）までの午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑵ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロード

　⑶ 　参加資格確認申請書提出期間

　　 　令和３年２月25日（木）から令和３年３月４日

（木）までの午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　提出先

　　　「６　担当部局」のとおり

　⑸ 　提出方法

　　　持参または郵送にて提出すること。

　⑹ 　提出書類

　　　次の書類を１部ずつ提出すること。

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ 　類似業務の契約実績を証する書類（契約書の写

し等）

８ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　７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

知書を交付する。なお、川崎市業務委託有資格業者名

簿に登載した際に電子メールのアドレスを登録してい

る場合には、当該アドレス宛て送付する。電子メール

のアドレスを登録していない場合、直接受取りに来る

こと。

　⑴ 　交付日

　　　令和３年３月８日（月）

　　 　直接受取りに来る場合、午前９時から午後５時ま

で（正午から午後１時までを除く。）

　⑵ 　交付場所（受取りの場合）

　　　「６　担当部局」のとおり

９ 　質問書の配布・提出・回答

　⑴ 　配布場所

　　 　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ

ウンロード

　⑵ 　質問先

　　　「６　担当部局」のとおり

　⑶ 　質問期間

　　 　令和３年２月25日（木）から令和３年３月11日

（木）までの午前９時から午後５時まで（閉庁日及

び正午から午後１時までを除く。）

　⑷ 　回答方法

　　 　川崎市業務委託有資格業者名簿に登載した際に電

子メールのアドレスを登録している場合には、当該

アドレス宛て送付する。電子メールのアドレスを登

録していない場合、直接受取りに来ること。
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　　ア 　交付日

　　　 　令和３年３月12日（金）

　　　 　直接受取りに来る場合、午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時までを除く。）

　　イ 　交付場所（受取りの場合）

　　　　「６　担当部局」のとおり

10 　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

札参加資格を喪失する。

　⑴ 　開札前に、上記５の各号のいずれかの条件を欠い

たとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

に、虚偽の記載をしたとき。

11 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行う。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す

ること。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行う。入札書を入

札件名が記載された封筒に封印して持参すること。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税額及び地方消費税額に相当する額

（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する。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　

　　　　令和３年３月19日（金）午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　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 　入札書の提出方法

　　　持参に限る。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とする。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とする。

12 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金は、次のとおりとする。

　　ア 　川崎市契約規則第33条の各号に該当する場合は

免除とする。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入するこ

と。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とする。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」に

おいて閲覧できる。

13 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限る。

　⑵ 　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業

者の負担とする。

　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137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

　　　川崎市役所第３庁舎設備運転管理等業務委託

　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

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本業務は、川崎市役所第３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」
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　　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

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25日（木）から３月３日（水）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３月

３日（水）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３月８日（月）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25日（木）から３月10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12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
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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

　　ア 　入札日時　令和３年３月16日（火）

　　　　　　　　　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４階

　　　　　　　　　庁舎管理課会議室

　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15日（月）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138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

　　　川崎市役所第２庁舎設備運転管理等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３　川崎市役所第２庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要
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　　 　本業務は、川崎市役所第２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

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25日（木）から３月３日（水）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３月

３日（水）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３月８日（月）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25日（木）から３月10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
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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12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

　　ア 　入札日時　令和３年３月16日（火）

　　　　　　　　　午後１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４階

　　　　　　　　　庁舎管理課会議室

　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15日（月）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。
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　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139号

　川崎市ケアプラン点検委託業務に関する一般競争入札

について、次のとおり公告します。

　　令和３年２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

　　　川崎市ケアプラン点検委託業務

　⑵ 　履行場所

　　　健康福祉局長寿社会部介護保険課　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

　　　ケアプラン点検業務の実施

２ 　競争入札参加資格者に関する事項

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

さなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（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の

業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい

ること。

　⑷ 　この調達内容について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績（元請に限る）を平成29年４月１

日以降に有すること。

３ 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒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

　　　介護保険課

　　　電　話　044－200－2687（直通）

　　　ＦＡＸ　044－200－3926

　　　E-mail：40kaigo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　　令和３年２月25日（木）～令和３年３月４日（木）

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　　午前９時～午後５時

　　　（ただし、正午～午後１時は除く）

　　※ 入札参加申込書については、川崎市ホームページ

「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を証明する契約書等の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

　⑸ 　その他

　　ア 　提出された入札参加申込書等は返却しません。

　　イ 　提出された入札参加申込書等の差替え及び再提

出は認めません。

　　ウ 　入札参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　上記３により、入札参加申込書を提出し、一般競争

入札参加資格があると認めた者には、確認通知書を交

付します。また、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。

　 　なお、電子メールのアドレスを登録していない場合

は、直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日時

　　　令和３年３月８日（月）午前９時～午後５時

　　　（ただし、正午～午後１時は除く）

　⑵ 　場所

　　　３⑴と同じ

　⑶ 　その他

　　 　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３

⑵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。（「入札情報かわさき」→「入札情報」→「委託」

→「入札公表」→「財政局」で検索の中にあります。）

　　 　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。

　　　また、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　　 　なお、入札参加者以外の質問には回答しませんの



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－1110－

で御注意ください。

　　ア 　問い合わせ先

　　　　３⑴と同じ

　　イ 　質問書の提出期間

　　　 　令和３年３月９日（火）午前９時～令和３年３

月16日（火）午後５時まで

　　ウ 　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。

　　エ 　質問受付方法

　　　　電子メールによります。

　　　　電子メール　40kaigo@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和３年３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、

全ての質問及び回答を電子メールにて配信します。

　　　 　なお、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

　 　入札参加資格があると認められた者が、次の各号の

いずれかに該当するときは、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 　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 　入札金額・方法等

　　ア 　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービス導入に際して必要となる各種作

業等に係る一切の費用を含め見積もるものとしま

す。

　　イ 　契約金額は、入札書に記載された金額に100分

の10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加

算した金額となりますので、入札者は見積った契

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）を封入・封印して提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和３年３月22日（月）午前11時

　　イ 　入札場所　川崎市幸区堀川町580番地

　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階

　　　　　　　　　健康福祉局会議室10Ｅ

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は、川崎市契約規則第33条第１項第５

号の規定により、納付を免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「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 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴に同

じです。

　⑶ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑷ 　本契約の効果発生には、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本契約に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第140号

　　　入　　札　　公　　告

　令和３年度ちどり公園内清掃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年度ちどり公園内清掃業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　ちどり公園（川崎区千鳥町９番１及び９番５）

　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



川 崎 市 公 報 （第1,813号）令和３年(2021年)２月25日

－1111－

　⑷ 　委託概要

　　ア 　一般廃棄物の清掃業務内容

　　　 　当該箇所を清掃し、清掃により発生した一般ご

みを収集・市内処理センターへ運搬する。清掃箇

所及び清掃内容は次のとおりとする。

　　　 　なお、収集したごみ類の終末処理にあたって

は、関係法令等を遵守して処理することとし、業

務日が祝祭日及び荒天の場合は翌日とする。

　　イ 　ちどり公園

　　　　地番　川崎区千鳥町９番１及び９番５

　　　　面積　36,283㎡

　　ウ 　実施回数

　　　　原則週１回実施すること　年52回

　　　 　詳細は、契約締結後に提出する作業計画書にお

いてこれを定めるものとする。

　　　 　なお、実際の作業について、悪天候等により清

掃が困難なときには、監督員に連絡の上、翌日等

に振替えることができるものとする。

　　エ 　粗大ごみの収集運搬業務内容

　　　 　ちどり公園内において不法投棄された粗大ごみ

や産業廃棄物があった際は、これを収集し、発注

者が指定する仮置場へ運搬するものとする。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種「18：屋外清掃」種目「01：

道路清掃」及び地域区分市内で登載されていること。

　⑷ 　「一般廃棄物収集運搬業」の許可を有しているこ

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項による中小企業者であること

３ 　競争入札参加申込書の配布

　 　次により、競争入札参加申込書及び入札説明書等を

配布します。

　 　 ま た、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.city.

kawasaki.jp/2020olypara/page/0000125845.html）よ

りダウンロードできます。

　⑴ 　配布場所

　　　〒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

　　　 川崎市市民文化局オリンピック・パラリンピック

推進室　担当　永田・田中

　　　電話：044－200－0809

　　　ＦＡＸ：044－200－3599

　　　E-Mail：20olypara@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布期間

　　 　令和３年２月25日（木）から令和３年３月４日

（木）までの下記の時間

　　　午前９時から正午までと午後１時から午後５時まで

　　 　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

４ 　競争入札参加申込書の提出

　 　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出場所　３⑴に同じ

　⑵ 　提出期間　３⑵に同じ

　⑶ 　提出方法　 持参、郵送、メール、ＦＡＸのいずれ

かとする

　　※ 　いずれの場合も３月４日（木）午後５時必着と

します。

５ 　仕様書の縦覧及び配布等

　 　仕様書は３⑴において、３⑵の期間中縦覧します。

　 　 ま た、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.city.

kawasaki.jp/2020olypara/page/0000125845.html）よ

りダウンロードできます。

６ 　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、令和３年３

月８日（月）に競争参加資格確認通知書を発送します。

なお、競争参加資格確認通知書のデータは、同日、競

争入札参加申込書に記入されている電子メールのアド

レスに送付します。

７ 　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25日（木）９時から令和３年３月８

日（月）午後５時まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和３年３月10日（水）に、

全参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付しま

す。

８ 　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
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　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

９ 　入札手続等

　⑴ 　入札書

　　 　入札は、所定の入札書をもって行い,入札書の「件

名」及び「商号又は名称」の項目に記載した内容を

明記した封筒に入れて郵送また持参により提出して

ください。

　⑵ 　入札方法等

　　 　本件は、入札書を郵送または持参していただき、

事前提出による入札とします。

　　 　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、契約希望金額の

110分の100に相当する金額（税抜金額）を入札書に

記載してください。

　　ア 　入札書提出締切日時

　　　　令和３年３月15日（月）午後２時まで

　　イ 　開札場所

　　　　川崎市川崎区駅前本町11－２

　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　９⑵アと同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条及び同規則第14条の２の規

定に基づいて作成した「最低制限価格以上、予定価

格以下」の範囲内で、最低価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　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。

10 　再度入札の実施

　　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行います。

11 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　否

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札 情 報 か わ さ き 」（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。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほかは、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 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における、本調達に関わる予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第141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年度ウイルス対策ソフト更新調査委託

　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

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和３年10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「業務

委託有資格業者名簿」の業種「電算関連業務」に登

載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　2,000台以上のネットワーク接続パソコンのある

環境を有する本市又は他官公庁においてにおいて、

過去５年間以内に次のいずれかの契約実績があるこ

と

　　ア 　ウイルス対策システムの構築

　　イ 　ウイルス対策システムの導入製品の選定に関す

るコンサルタント業務

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
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　　　（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　和田、森田

　　　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25日（木）から令和３年３月８日

（月）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　 　持参に限る。

４ 　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３月15日（月）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　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25日（木）から令和３年３月８日（月）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年３月15日（月）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

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３月15日（月）から

令和３年３月18日（木）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23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26日（金）午後２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

　　　───────────────────
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川崎市公告（調達）第142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25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 ファイルサーバ基盤追加ストレージの賃貸借及び

保守契約

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市川崎区東田町５－４ 　川崎市役所第３庁舎

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年７月１日から令和８年１月31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、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、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理

部契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和

３年３月８日（月）までに行ってください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁におい

て類似の契約実績があること。

　⑸ 　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入

することができること。

　⑹ 　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて速やかに提供できること。

３ 　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　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　和田、森田

　　　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25日（木）から令和３年３月８日

（月）までとします（土曜日・日曜日及び休日を除

く、毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで）。

　⑶ 　提出方法

　　　持参に限る。

４ 　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３月15日（月）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑶ 　その他

　　 　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25日（木）から令和３年３月８日（月）まで縦

覧に供します（土曜日・日曜日及び休日を除く、毎

日午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで）。

５ 　競争参加者に求められる義務

　 　この入札の参加者には、入札説明書を配布しますの

で、次の日時・場所のとおり御来庁ください。

　⑴ 　日時

　　　令和３年３月15日（月）

　　 　午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後

５時15分まで

　⑵ 　場所

　　　３⑴に同じ

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３月15日（月）から

令和３年３月22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29日（月）、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４月５日（月）午後５時15

分までに３⑴の場所に提出しなければなりません。ま

た、競争入札参加者は、開札日の前日までの間におい
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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４月９日（金）午後２時00分

　　イ 　場所

　　　　川崎市役所　第３庁舎９階　開発室Ⅰ

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛て先

　　ア 　期限

　　　　令和３年４月８日（木）必着

　　イ 　宛先

　　　　３⑴に同じ

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入

札は、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 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口

　　　３⑴に同じ

12 　Summary

　⑴ 　 Nature and quantity of the products to be 

leased :

　　　 The contract for addition and maintenance of 

server machines for File Server system

　⑵ 　Time-limit for tender :

　　　2:00 P.M.April 9,2021

　⑶ 　Time-limit for tender by mail :

　　　April 8,2021

　⑷ 　Contact point for the notice :

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　System Management Section

　　　Information Management Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　5-4,Higashida-cho,Kawasaki-ku

　　　Kawasaki,Kanagawa 210-8577,Japan

　　　Tel:044-200-2057

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第143号

　令和３年２月10日川崎市公告（調達）第74号を次のと

おり訂正します。

　　令和３年２月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

誤

２ 　競争参加資格

　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。

正

２ 　競争参加資格

　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名「リー

ス」、種目名「レンタル」に登載されていること。

誤

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
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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。

正

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、電子メールで配信

されます。

誤

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

　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。

正

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

　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」の物品の「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、確認書と一括して自動的に電子メール

で配信します。

税 公 告

川崎市税公告第21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28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第22号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和３年１月28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目
期　別

この公告により

滞納処分に着手

し得る日

件数・備考

令和２

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

第１期

分

令和３年２月９

日

計１件

令和２

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

第２期

分

令和３年２月９

日

計７件

令和２

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

第３期

分

令和３年２月９

日

計52件

令和２

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

７ 月 随

時分

令和３年２月９

日

計２件

令和２

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

８ 月 随

時分

令和３年２月９

日

計４件

令和２

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

10月 随

時分

令和３年２月９

日

計52件

令和２

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

11月 随

時分

令和３年２月９

日

計４件
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令和２

年度

（平成

31年度

課税分）

市民税・県

民税（普通

徴収）

10月 随

時分

令和３年２月９

日

計４件

令和２

年度

（平成

31年度

課税分）

市民税・県

民税（普通

徴収）

11月 随

時分

令和３年２月９

日

計１件

平成31

年度

市民税・県

民税（普通

徴収）

２ 月 随

時分

令和３年２月９

日

計１件

令和２

年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家

屋）

第 １ 期

分

令和３年２月９

日

計２件

令和２

年度

固定資産税

都市計画税

（土地・家

屋）

第 ２ 期

分

令和３年２月９

日

計３件

令和２

年度

軽自動車税

（種別割）

10月 随

時分

令和３年２月９

日

計１件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第23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28日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第24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29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第25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29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第26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29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第27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２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第28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２月２日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市税公告第29号

　　　公売公告兼見積価額公告

　国税徴収法（昭和34年法律第147号）第95条及び同法

第99条の規定により、次のとおり差押財産の公売及び見

積価額を公告します。

　　令和３年２月３日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第30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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第31号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第32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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第33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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第34号

　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第35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２月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第36号

　交付要求通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎

市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月９日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　（別紙省略）
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上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第５号

　川崎市排水設備指定工事店の指定について川崎市排水

設備指定工事店の指定等に関する規程（平成22年川崎市

水道局規程第64号）第５条の規定に基づき、川崎市排水

設備指定工事店として指定したので、同規程第12条第１

号の規定により告示します。

　　令和３年２月３日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　指定有効期間

　　令和３年３月１日から

　　令和８年１月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　1149

　　商号又は名称　株式会社WATER WORKS WAT

　　営業所所在地　川崎市多摩区菅城下31番５号

　　代表者氏名　　綿貫　篤

　　指定番号　　　1150

　　商号又は名称　株式会社ミタックス

　　営業所所在地　川崎市多摩区菅仙谷２丁目23－５

　　代表者氏名　　柳　敦浩

　　　───────────────────

川崎市上下水道局告示第６号

　　　収納取扱金融機関の指定の取消しについて

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第27条ただ

し書の規定に基づき指定した収納取扱金融機関につい

て、次のとおり当該指定を取り消すので、地方公営企業

法施行令（昭和27年政令第403号）第22条の２第３項の

規定により告示します。

　　令和３年２月12日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　収納取扱金融機関の名称等

金融機関コード 金融機関の名称 取扱店舗

2004
株式会社商工組合

中央金庫
川崎支店

２ 　指定取消年月日

　　令和３年３月31日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第11号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月２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 カラープリンタトナー等一式（単価契約）

履行場所 仕様書によります。

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 　川崎市内に本社を有すること。

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

　　による中小企業者であること。

　⑸ 　入札期日において、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

「コンピューター」、希望種目「ソフトウェア・消耗品」に搭載されており、かつ、ランク「Ａ」

又は「Ｂ」の等級に格付されていること。

　⑹ 　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12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 水道検針等業務用携帯型プリンター用ロール紙（検針用、ＥＡＮ－128対応）ほか１点

履行場所 仕様書によります。

履行期限 令和４年３月25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

「印刷・軽印刷」に搭載されており、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12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 普通特種自動車（給水車）１台一式

履行場所 局指定場所

履行期限 令和４年３月31日限り

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　入札期日において、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」種目「大型・特殊自動車」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 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

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12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。

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

川崎市上下水道局公告第12号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月２日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度川崎・幸区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区、幸区及び本市指定場所

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「測量」、種目「測量一般」及び業種「建

設コンサルタント」、種目「上水道及び工業用水道部門」の全てに登載されている者。

　⑷ 　平成18年４月１日以降において、水道事業体における水道施設の設計業務（測量・図面作成）

の元請としての履行完了実績を有すること。

　⑸ 　測量士を配置すること。ただし、「令和３年度中原・高津・宮前区　配水管布設工事等に伴う

測量委託（単価契約）」及び「令和３年度多摩・麻生区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単

価契約）」と同一の測量士を配置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３月２日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・本案件は令和３年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会に

おける本調達に係る予算の可決により生じます。詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度中原・高津・宮前区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）

履行場所 川崎市中原区、高津区、宮前区及び本市指定場所

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「測量」、種目「測量一般」

　　及び業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及び工業用水道部門」の全てに登載されている者。

　⑷ 　平成18年４月１日以降において、水道事業体における水道施設の設計業務（測量・図面作成）

の元請としての履行完了実績を有すること。

　⑸ 　測量士を配置すること。ただし、「令和３年度川崎・幸区　配水管布設工事等に伴う測量委託

（単価契約）」及び「令和３年度多摩・麻生区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）」

と同一の測量士を配置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３月２日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度多摩・麻生区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）

履行場所 川崎市多摩区、麻生区及び本市指定場所

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「測量」、種目「測量一般」及び業種「建

設コンサルタント」、種目「上水道及び工業用水道部門」の全てに登載されている者。

　⑷ 　平成18年４月１日以降において、水道事業体における水道施設の設計業務（測量・図面作成）

の元請としての履行完了実績を有すること。

　⑸ 　測量士を配置すること。ただし、「令和３年度川崎・幸区　配水管布設工事等に伴う測量委託

（単価契約）」及び「令和３年度中原・高津・宮前区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価

契約）」と同一の測量士を配置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
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入札日時等 令和３年３月２日　午後１時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札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４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度加瀬水処理センター全りん・全窒素測定装置その他保守点検業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22

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」に登載されている者。

　⑷ 　平成18年４月１日以降に下水道施設における全りん・全窒素測定装置等の水質測定装置の点

検整備業務、又は水質測定装置製作・据付業務の元請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。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年度等々力水処理センター全りん・全窒素測定装置その他保守点検業務委託

履行場所 川崎市中原区宮内３－22－１

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。

　⑷ 　平成18年４月１日以降に下水道施設における全りん・全窒素測定装置等の水質測定装置の点

検整備業務、又は水質測定装置製作・据付業務の元請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
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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 令和３年度麻生水処理センター全りん・全窒素測定装置その他保守点検業務委託

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。

　⑷ 　平成18年４月１日以降に下水道施設における全りん・全窒素測定装置等の水質測定装置の点

検整備業務、又は水質測定装置製作・据付業務の元請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。詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度入江崎水処理センター全りん・全窒素測定装置その他保守点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

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。

　⑷ 　平成18年４月１日以降に下水道施設における全りん・全窒素測定装置等の水質測定装置の点

検整備業務、又は水質測定装置製作・据付業務の元請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
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・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　工業用水道　差圧式流量計設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市川崎区夜光２－３－１（ＥＮＥＯＳ（株）川崎製油所　塩浜内）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月11日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「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。

　⑷ 　平成26年４月１日以降に、国・地方公共団体等が発注した、差圧式流量計保守点検に係る業

務委託の元請としての履行完了実績を有すること。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 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。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 令和３年度入江崎水処理センタースカム清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１

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 　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」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。
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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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　浮島コンテナ保管灰取出積込等業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区浮島町511番地先ほか

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の業種「廃棄物関連業務」に登載されている者。

　⑷ 　平成17年度以降において、次のすべての業務の履行完了実績を有すること。

　　ア 　海上輸送用コンテナの３段積み又は撤去業務

　　イ 　コンテナの転倒防止金具（ラッシング）の設置又は撤去業務

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３月２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11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　生田浄水場脱水ケーキ処理業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

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「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物

処分業」に登載されている者。

　⑷ 　平成17年４月１日以降に、国又は地方公共団体等が発注した汚泥の処分業務を元請けとして

履行完了実績を有すること。

　⑸ 　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けていること。

　⑹ 　液状の汚泥の処分が１日100トン以上かつ１か月2,000トン以上受け入れることが可能である

こと。

　⑺ 　産業廃棄物の処分を行う事業場は、道路交通法第３条に規定する大型自動車が

　　通行できる行程で生田浄水場からの行程距離が30キロメートル以内にあること。

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３月２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
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・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年度上下水道分野の官民連携による国際展開業務委託

履行場所 川崎市川崎区砂子１－９－３　川崎市上下水道局経営企画課ほか

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の業種「調査・測定」、種目「その他の調査・

測定」に登載されている者。

　⑷ 　国又は地方公共団体に対し水ビジネスの指導、助言等を行う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。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年度加瀬水処理センターほか造園整備業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和４年２月18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 　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」に登載されている者。

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・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年度麻生水処理センターほか場内造園整備業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１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 　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」に登載されている者。

　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。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15）

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しさ運搬委託（単価契約）

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 　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」に登載されている者。

　⑹ 　川崎市一般廃棄物収集運搬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３月２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16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度地盤変動影響調査等業務委託（単価契約）

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」で登載されている者。

　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 　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３月２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。

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

川崎市上下水道局公告第13号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月２日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第２及び第４取水系さく井撤去工事

履行場所 川崎市多摩区菅６－12－４（第２取水系２号さく井）ほか４件

履行期限 契約の日から315日間

参 加 資 格

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

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

　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。
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参 加 資 格

　⑸ 　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」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 　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「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（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

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２日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

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

要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度北部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内ほか

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「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。
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参 加 資 格

　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

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２日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

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

要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度中部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

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 　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「下水管きょ」種目「下水道開削」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

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

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

　　 　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３月２日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 令和３年度南部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

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「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。
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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３月２日　午後１時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 令和３年度西部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

履行場所 川崎市宮前区地内ほか

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「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

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25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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　生田浄水場　薬品注入ポンプ修理工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

履行期限 契約の日から令和４年３月18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「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26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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る

予算の議決を要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　鷺沼配水所　土橋送水２号ポンプ及び仕切弁駆動部修理工事

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）

履行期限 契約の日から令和４年２月18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「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。
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契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2100

入札日時等 令和３年２月26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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る

予算の議決を要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田浄水場　浄水処理所配電盤設置工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

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 　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「電気」種目「その他の電気設備」ラ

ンク「Ｃ」で登録されていること。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

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26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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鷺沼配水所ほか２箇所　電話交換機更新工事

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所内）ほか２箇所

履行期限 契約の日から240日間
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　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」種目「電話設備」で登録され

ていること。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　電気通信工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　⑼ 　主任技術者（業種「電気通信」）を配置できること。

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26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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大師河原ポンプ場Ｎｏ.1汚水ポンプ速度制御装置盤取替工事

履行場所 川崎市川崎区小島町10－１

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「電気」ランク「Ａ」又は「Ｂ」で登

録されていること。

　⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑹ 　電気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「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。）。

　　 　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。

　　 　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。
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　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（汚水ポンプ場）における運転操作

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26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３年度　川崎・幸区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月31日まで

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　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」で登録されている者。

　オ　川崎市川崎区又は幸区内に本社を有すること。

　カ　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」又は「Ｂ」で登録されている者。

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

企業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）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。）。

川崎市上下水道局公告第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２月９日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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　　 　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（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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る

予算の議決を要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　中原・高津・宮前区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月31日まで

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　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」で登録されている者。

　オ　川崎市中原区、高津区又は宮前区内に本社を有すること。

　カ　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」又は「Ｂ」で登録されている者。

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

企業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）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。）。　
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　　 　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（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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、本調達に係る

予算の議決を要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　多摩・麻生区　水道施設等緊急修理工事（上期　単価契約）

履行場所 水道施設管理箇所一円

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月31日まで

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体でなければなりません。

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

を上回らなければいけません。

　⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

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

　ウ 　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」で登録されている者。

　オ　川崎市多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

　カ 　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」又は「Ｂ」で登録されている者。

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

企業者であること。

　ク　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

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

っていないこと。

　⑵ 　共同企業体の代表者に必要な条件

　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

　イ　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）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。）。
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　　 　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（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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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 入江崎総合スラッジセンター№１脱水機用空気圧縮機取替その他工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－24－12

履行期限 契約の日から令和３年12月24日まで

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

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

　⑶ 　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「機械」で登録されていること。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　機械器具設置工事業に係る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「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。
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　　 　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。

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８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

　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会における、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１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　生田浄水場ほか１箇所　建物清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）ほか１箇所

履行期限 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 　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３月４日　午後２時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 免

契約書作成 要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・本案件は令和３年度契約案件です。当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議会定例会に

おける本調達に係る予算の可決により生じます。詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　第１配水工事事務所ほか６箇所　建物清掃委託

履行場所 川崎市中原区上平間1183番地ほか６箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

川崎市上下水道局公告第15号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月９日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　
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　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 　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３月４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。

・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３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度加瀬水処理センターほか清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区南加瀬４－40－22ほか

履行期限 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 　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３月４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年度麻生水処理センター清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生６－15－１

履行期限 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 　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３月４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。

・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５）

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清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期限 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 　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３月４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



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－1144－

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。

・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　鷺沼配水所　建物清掃業務委託ほか１件

履行場所
川崎市宮前区土橋３－１－１（鷺沼配水所）、川崎市宮前区有馬１－21－６（西部下水

道管理事務所）

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に、地域区分「市内」で登載されている者。

　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 　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３月４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７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　第２配水工事事務所　建物清掃委託ほか１件

履行場所
川崎市高津区梶ヶ谷２丁目13－５（第２配水工事事務所内）、川崎市高津区末長１丁目

44－24（中部サービスセンター内）

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。
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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の業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」に

登載されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話　044－200－2097

入札日時等 令和３年３月４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。

・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８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　第３配水工事事務所　建物清掃委託ほか１件

履行場所
川崎市多摩区生田１－１－１（第３配水工事事務所）、川崎市麻生区高石４－15－７（北

部下水道管理事務所）

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に、地域区分「市内」で登載されている者。

　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 　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３月４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。



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－1146－

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　長沢浄水場　建物清掃委託ほか１件

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 　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３月４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。

・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年度等々力水処理センター清掃業務委託ほか１件

履行場所
川崎市中原区宮内３－22－１（等々力水処理センター）、川崎市中原区宮内１－21－31

（中部下水道事務所）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」で登載されている者。

　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 　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３月４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
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・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11）

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清掃業務委託ほか１件

履行場所
川崎市川崎区塩浜３－24－12（入江崎総合スラッジセンター）、川崎市川崎区元木２－

２－９（南部下水道事務所）

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に、地域区分「市内」で登載されている者。

　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 　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３月４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年度広報紙制作業務委託（単価契約）

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「印刷物のデザイ

ン」に登載されている者。

　⑷ 　過去３年間（平成29年度以降）に契約した、官公庁が発注した広報紙（誌）の作成業務の元

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３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
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入札の無効
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

・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年度広報紙５月号ポスティング業務委託（単価契約）

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３年６月４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

されている者。

　⑷ 　過去５年間（平成27年度以降）に官公庁が作成した刊行物のポスティングの履行完了実績を

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３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14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 ＲＰＡツール等調達支援業務委託

履行場所 川崎市川崎区砂子１丁目９番地３　川崎市役所第２庁舎３階情報管理課他

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「電算関連業務」、種目「その他の電算

関連業務」に登載されている者。

　⑷ 　平成30年度以降に、国又は地方公共団体におけるＲＰＡツールの導入・支援業務を実施した

実績を有していること。

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３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。
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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15）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　末吉配水所　植樹管理委託

履行場所 横浜市鶴見区上末吉１－４－１（末吉配水所内）

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に、地域区分「市内」で登載されている者。

　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 　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」に登載されている者。

　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３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16）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度　潮見台配水所ほか24箇所　植樹管理委託

履行場所 川崎市宮前区潮見台４番１号（潮見台配水所）ほか24箇所

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月11日まで

参 加 資 格

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

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

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登載されている者。

　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 　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」に登載されている者。

　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
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入札日時等 令和３年３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17）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水道料金業務等オンラインシステムに係る帳票印刷及び口座振替データ変換等業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地川崎市上下水道局営業課ほか

履行期限 令和３年４月１日から令和３年12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「電算関連業務」、種目「その他の電算

関連業務」に登載されている者。

　⑷ 　平成22年４月１日以降に、本市と同規模以上の地方公共団体において、公共料金に係る帳票

印刷及びデータ変換等の業務についての元請履行完了実績を有すること。

　⑸ 　作業実施施設は、ＩＳＯ9001認証、ＩＳＯ27001認証及びプライバシーマークの全てを取得し

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３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18）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度下水道工事資材価格調査業務委託

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の業種「調査・測定」、種目「市場調査」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３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
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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19）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和３年度水道メーター管理業務委託

履行場所 川崎市中原区上平間1668番地（平間配水所）及び周辺局施設

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

されている者。

　⑷ 　ＩＳＯ14001を取得していること。

　⑸ 　ＩＳＯ27001 ／ＩＳＭＳ又はプライバシーマークのセキュリティ管理の付与認定を受けている

こと。

　⑹ 　下記ア又はイのいずれかにおいて、メーター業務委託（検針・料金調定等）の契約実績を有

すること。

　　ア 　川崎市

　　イ 　川崎市を除く神奈川県内事業体（平成31年４月１日以降に契約したものに限る）

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３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。

上 下 水 道 局 公 告（ 調 達 ）

川崎市上下水道局公告（調達）第11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25日

 川崎市上下水道事業管理者　金　子　　　督　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　 令和３年度長沢浄水場脱水土処理（粒状改良土）

業務委託（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　本脱水土処理（粒状改良土）業務委託は、川崎市

上下水道局が管理する長沢浄水場から排出する浄水

汚泥の処分を行うものです。

　　　※　詳細は仕様書によります。

　⑸ 　本案件は、紙入札案件です。競争入札参加希望者

は、競争入札参加申込書を３⑵の期間中に３⑴の場

所に書留郵便又は持参により提出してください。

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

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「廃棄物関連業務」、種目「産業廃棄物処分業」

に登載されている者。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３月４日までに川崎市財政

局資産管理部契約課で所定の様式により、競争入札

参加資格審査申請の手続きを行ってください。

　⑷ 　産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けているこ

と。

　⑸ 　産業廃棄物の処分を行う事業場は、道路交通法第

３条に規定する大型自動車が通行できる行程で長沢

浄水場からの行程距離が30キロメートル以内にある

こと。

　⑹ 　平成17年４月１日以降に、国又は地方公共団体等

が発注した脱水土処理業務委託（有効利用粒状改良

土）において、元請として年間1,000トン以上の履

行完了実績を有すること。

　⑺ 　脱水土を１日150トン以上かつ１か月1,500トン以

上受け入れることが可能であること。

　※ 　２⑷～⑺に関しましては、10⑵を必ずお読みくだ

さい。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます（川崎市ホームページ「入札情報

かわさき」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上

下水道局）」の「入札公表詳細」に掲載）。

　※ 　「入札情報かわさき」のアドレス：

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

　 　また、インターネットからの取得ができない場合に

は、次により入札説明書等を閲覧することができます。

　　なお、希望者には無償で交付します。

　⑴ 　場所　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　電話　044－200－2097

　⑵ 　期間　令和３年２月25日～令和３年３月４日

　　　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の提出方法及び提出期間

　⑴ 　競争入札参加申込書等提出方法

　　 　競争入札参加申込書を、３⑴の場所に書留郵便又

は持参により提出してください。

　　 　各書類は、川崎市ホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報（委託）」の「入札公表（上下水

道局）」の「入札公表詳細」から競争入札参加申込

書をダウンロードすることができます。インターネ

ットからの取得ができない場合には、３⑴の場所に

て、３⑵の期間に配布します。

　⑵ 　提出期間

　　ア 　書留郵便により提出する場合

　　　　令和３年２月25日～令和３年３月３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25日～令和３年３月４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25日～令和３年３月８日　必着
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　　　　※ 　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25日～令和３年３月９日

　　　　（土曜日及び日曜日及び祝日を除く。）

　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

　　　　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12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12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12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12日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

　 　なお、この確認通知は申込時の登録情報により通知

しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、落

札候補者決定後、提出書類等の確認を行い、入札参加

資格の有無を審査します。この結果、入札参加資格が

なく申込みを行った入札者の入札は、無効とします。

８ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、開

札前に次のいずれかに該当するときは、この入札に参

加することができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

９ 　入札の手続等

　⑴ 　入札書の記載における注意事項

　　 　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い

ます。見積もった内訳価格の合計額を入札書に記載

してください。

　　 　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸

経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ

い。

　　 　なお、税抜き価格をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額

を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出及び入札方法

　　ア 　書留郵便による入札の場合

　　（ア）提出期限　令和３年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
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と認めたとき又はその者の入札価格によっては、当

該契約の適正な履行が確保されない恐れがあると認

められるときは当該入札を無効とし、順次、価格の

低い入札者について、必要に応じて、同様の審査を

実施し落札者を決定します。調査基準価格の設定

額については、案件ごとに個別設定をしていますの

で、入札情報かわさきに掲げている「川崎市上下水

道局業務委託低入札価格調査取扱要領・運用指針」

を御覧ください。

　⑵ 　競争入札参加資格に関する最終審査

　　 　落札候補者は、入札参加条件確認（申請）書の提

出が必要となります。開札後、財政局資産管理部契

約課委託契約係から落札候補者へ電話連絡します。

　　 　落札候補者については、「入札参加条件確認（申

請）書」（川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の上下水道局「入札参

加手続関係」の中から取得してください。）、２⑷～

⑺の条件を満たす事項を確認することができる書類

を担当課（長沢浄水場　住所：川崎市多摩区三田５

－１－１　電話：044－911－2022）に持参し、確認

を受けてください。

　　※ 　関係書類につきましては、電話連絡後、速やか

に提出できるよう事前に御準備ください。

　　　 　なお、書類の提出に不備がある場合、実績の確

認ができないため無効となる場合がありますので

御注意ください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　８に示した競争入札参加資格のない者が行った入

札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約金額

　　 　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価

に、入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た

金額とします。

　⑵ 　契約保証金

　　　契約金額の10パーセントとします。

　　 　なお、川崎市上下水道局財務規程第８条に定める

有価証券の提供（振替債を除く。）又は金融機関若

しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納

付に代えることができます。

　　 　また、川崎市上下水道局契約規程第33号各号に該

当する場合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶ 　前払金制度

　　　適用除外とします。

　⑷ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑸ 　契約規程等の閲覧

　　 　川崎市上下水道局契約規程及び川崎市上下水道局

競争入札参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧

できます。

12 　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　入札説明書に関する問い合わせ先

　　　川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係

　　　担当　奥山

　　　電話　044－200－2097

　⑶ 　この入札説明書に定めるもののほか、川崎市契約

条例、川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道

局競争入札参加者心得等の定めるところによります。

　⑷ 　当該落札決定の効果は、令和３年第１回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の可決により生

じます。

13 　Summary

　⑴ 　 Consignment (unit-price contract) for Fiscal 

Year Reiwa 3;

　　　 Dehydration of sludge (into improved 

granular soil) for Nagasawa Water 

Purification Plant

　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15号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月１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
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　　　営業所排水側溝浚渫及び汚泥収集・運搬業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和３年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　受水槽、高架水槽清掃

　　　油水分離層等浚渫

　　　産業廃棄物（汚泥）収集運搬

　　　※詳細は仕様書による。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　平成31・32年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「屋外清掃」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 　産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を神奈川県

又は川崎市（汚泥発生地）及び横浜市（処分地）か

ら受けていること。

　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

　　　上記２⑷の実績を証明する書類

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和３年２月１日から令和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

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」

→「交通局委託入札公表一覧」→「令和２年度」から

ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも

配布しています。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に

は、その結果を令和３年２月10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　稲葉

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　（ア）提出期限　令和３年２月16日　必着

　　（イ）宛　先　　〒210－8577

　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長

　　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16日まで

の午前８時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時15分まで

（土曜日、日曜日及び国民の祝日

を除く。）

　　（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18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
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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。

　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16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１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

　　 　ドライブレコーダー画像解析用ノートパソコンの

賃貸借保守

　⑵ 　履行場所

　　 　塩浜営業所、鷲ヶ峰営業所、菅生営業所、上平間

営業所、井田営業所及び安全・サービス課

　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 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「リース」、種目「事

務用機器」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和３年２月１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

　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２月９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

　　自動車部安全・サービス課　中野

　　電話　044－200－3237

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　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
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　　（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45分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和３年第

１回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17号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月１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

　　　アルコール測定器用ノートパソコンの賃貸借保守

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所、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８年３月31日まで

　⑷ 　調達物品の特質

　　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に、業種「リース」、種目「事

務用機器」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該契約を確実に履

行できること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和３年２月１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

　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
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　 　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９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

　　自動車部安全・サービス課　中野

　　電話　044－200－3237

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　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制限価格以上

の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低

の価格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和３年第

１回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18号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月２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

　　　バッテリ（210Ｈ52・75Ｄ23Ｒ）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 　川崎市内に本社又は事業所を有すること。
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　　　（「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２月２日から令和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

　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10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17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10日から令和３年２

月17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19日　午前10時30分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　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
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　　　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19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２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

　　　クラッチディスク購入（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　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

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２月２日から令和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

　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10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。

　　 　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。

　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17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
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　　イ 　持参

　　（ア）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19日　午前11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20号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月２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

　　　ラジエータ修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　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 　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

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布・提出場所

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２月２日から令和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

　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。
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　 　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10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

　　 　品目ごとの単価と予定数量を乗じた額を足し合わ

せた総価で行います。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。

　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17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10日から令和３年２

月17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19日　午後２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21号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月２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

　　　サプライポンプ（デンソー製）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　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。
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２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

た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

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　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２月２日から令和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

　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10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額を足し合わ

せた総価で行います。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「サプライポンプ

（デンソー製）明細書」を提出してください。

　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17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10日から令和３年２

月17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19日　午後３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
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　 　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22号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月２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

　　　インジェクター（デンソー製）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　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 　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「自動車修理」で登録され

ていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　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２月２日から令和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

　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10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。

　　 　入札に当たっては、入札書及び明細書を提出して
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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17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10日から令和３年２

月17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19日　午後３時50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23号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月３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

　　　川崎市交通局菅生営業所乗車券販売窓口業務委託

　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

　　　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「一般事務」で登

録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成26年４月１日以降に、本件と類似した乗車券

発売所・案内所業務に関する契約実績又は交通事業

者発注の乗車券販売業務に関する契約実績を有する

こと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　　上記２⑷の実績を証明する書類

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階
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　　　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２月３日から令和３年２月９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等を提出した者に

は、その結果を令和３年２月15日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部　管理課　稲葉

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　（ア）提出期限　令和３年２月24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24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26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

　　 　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24号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月３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

　　　川崎乗車券発売所管理運営等業務委託

　⑵ 　履行場所
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　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　令和３年４月１日から令和６年３月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　　仕様書のとおり。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　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「一般事務」で登

録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　平成26年４月１日以降に、本件と類似した乗車券

発売所・案内所業務に関する契約実績又は交通事業

者発注の乗車券販売業務に関する契約実績を有する

こと。

　⑸ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　　上記２⑷の実績を証明する書類

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　原田

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和３年２月３日から令和３年２月９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等を提出した者に

は、その結果を令和３年２月15日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部　管理課　稲葉

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　（ア）提出期限　令和３年２月24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24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26日　午前10時30分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　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
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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25号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月３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

　　　川崎市交通局バス折返し所トイレ清掃業務委託

　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

　　　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「建物清掃等」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２月３日から令和３年２月９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２月15日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部　管理課　稲葉

　　電話　044－200－3235

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　（ア）提出期限　令和３年２月24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
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　　（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24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26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

　　 　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26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８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

　　　定期車体及びシート修理（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

　　　仕様書のとおり

２ 　入札参加資格の資格

　 　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

「自動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該案件を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　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２月８日から令和３年２月12日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中
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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17日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様等に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　担当　朝生

　　電話　044－200－3240

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、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

　　 　作業１時間当たりの単価で行います。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24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

到達時から令和３年２月24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26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27号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月８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

　　　 自動車電装部品（ナブテスコサービス製）購入

（単価契約）

　⑵ 　納入場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　納入期間

　　　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
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　　　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２月８日から令和３年２月12日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間中縦

覧に供します。また、市バスホームページ内「入札情

報」→「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17日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　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24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

到達時から令和３年２月24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26日　午前11時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　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
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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28号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月８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

　　　エアードライヤー（ＤＵ－５）修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　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 　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

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　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」のホー

ムページからもダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月８日から令和３年２月12日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「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17日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　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

　　 　修理１個当たりの単価と予定数量を乗じた総価で
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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24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

到達時から令和３年２月24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26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29号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月８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

　　　自動車部品機械加工（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　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 　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

動車修理」又は「その他」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続き

　 　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
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　　※ 　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２月８日から令和３年２月12日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「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17日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　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。

　　 　入札に当たっては、入札書及び自動車部品機械加

工明細書を提出してください。

　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24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

到達時から令和３年２月24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３月１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
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す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第30号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月８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

　　　倍力装置、ブレーキ・バルブ修理（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局が指定する場所

　⑶ 　履行期間

　　　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 　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

動車修理」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該作業を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　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」のホー

ムページからもダウンロードできます。

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和３年２月８日から令和３年２月12日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（国民の祝日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間中

縦覧に供します。また、市バスホームページ内「入札

情報」→「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17日までに一般競争入札参加

資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課車両係　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24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

到達時から令和３年２月24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３月１日　午前10時30分



（第1,813号）令和３年(2021年)２月25日 川 崎 市 公 報

－1176－

　　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31号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月８日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名

　　　令和３年度旅客運送事業用自動車損害保険（任意）

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市交通局の指定する場所

　⑶ 　契約期間

　　　仕様書のとおり

　⑷ 　保険内容等

　　仕様書のとおり

２ 　入札参加者の資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「保険業」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　保険業法（平成７年法律第105号）第３条第１項

の損害保険業免許を受けていること。なお、この公

告の日から契約期間の終期までに合併（自動車保険

に係る業務統合等により他者の保険商品の契約を行

うことができる場合を含む。以下「合併等」とい

う。）を予定している者にあっては、合併等で中核

となる者又はいずれかの１者のみとする。

　⑸ 　金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第66条の

27の登録を受けた信用格付業者からＡ等級以上の格

付（長期債、発行体、保険財務力等）を得ていること。

　⑹ 　平成28年４月１日以降、300両以上の一般乗合バ

スを保有するバス事業者との契約実績（一契約にお

ける対象車両数が一般乗合バス300両以上で対人・

対物賠償保険が含まれているもの）を有する者であ

ること。

　⑺ 　保険業法第241条第１項の規定に基づく保険管理

人による業務及び財産の管理を命ずる処分の期間中

でないこと。

　⑻ 　川崎市内、横浜市内、東京23区内に、自動車事故

の対応業務を行う支社を有する者であること。

３ 　一般競争入札参加資格に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課契約担当　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

通局委託入札公表一覧」→「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２月８日から令和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。）

　⑶ 　提出方法
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　　　持参

４ 　入札説明書の交付

　 　３により所定の書類を提出した者には、入札説明書

を無料で交付します。

　 　入札説明書は、３⑵の期間中、市バスホームページ

内「入札情報」→「入札公表」→「交通局委託入札公

表一覧」→「令和３年度」からダウンロードすること

ができます。

５ 　一般競争入札参加資格確認の通知

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、その結果を令和３年２月22日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

　 　なお、この確認通知は、申請時の登録情報により通

知するもので、最終的な入札参加資格の審査は、開札

後、申請時に遡って提出書類の確認をすることにより

行うものとします。この結果、入札参加資格がなく申

請を行った入札者の入札は無効とします。

６ 　仕様に関する問い合わせ

　 　仕様書等について疑義がある場合は、次により質問

を行うことができます。

　⑴ 　問い合わせ先

　　　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　自動車部安全・サービス課　安全指導担当　竹内

　　　電話　044－200－3237

　　　ＦＡＸ　044－200－3946

　　　E-mail 82anzen@city.kawasaki.jp

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和３年２月８日から令和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

まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　「質問票」の様式を使用し、⑴のメールアドレス

宛てに開封確認付きの電子メールにて送付してくだ

さい。

　　※ 　「質問票」の様式は、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。

　⑷ 　回答方法

　　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した全て

の者に対し、令和３年２月22日までに電子メールに

て送付します。

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、２

に定める資格条件を満たさなくなったときは、競争入

札参加資格を喪失します。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　保険種別ごとの金額を合計した総価で行います。

この金額には、その他一切の諸経費を含めて算定し

てください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　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３月１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

到達時から令和３年３月１日まで

の午前８時30分から正午まで及び

午後１時から午後５時15分まで

（土曜日、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３月３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 　落札者の決定方法及び最終的な入札参加資格の審

査等

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札候補者とします。

　　 　当該落札候補者について、２に定める入札参加資

格を満たしているかどうかの最終的な審査をした上

で、落札者として決定します。審査の結果、当該落

札候補者に入札参加資格がないと認めたときは、そ

の入札を無効とし、順次、価格の低い入札者につい

て同様の審査を実施し落札者を決定します。

　⑹ 　落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書等

の提出

　　 　開札後速やかに、交通局企画管理部経理課から、

落札候補者へ電話連絡しますので、落札候補者につ

いては、次のアからオまでの書類を当日中に本件業

務の発注部署（自動車部安全・サービス課　安全指

導担当　電話044－200－3237）に持参し、確認を受
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けてください。

　　ア 　落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書

　　イ 　２⑷の損害保険業免許を受けていることを確認

できる書類

　　ウ 　２⑸の信用格付に係る書類

　　エ 　２⑹の実績を証する書類（契約書等）

　　オ 　２⑻の川崎市内、横浜市内、東京23区内に、自

動車事故の対応業務を行う支社を有する者である

ことを確認できる書類

　　※ 　落札候補者に係る入札参加資格確認（申請）書

の様式は、市バスホームページ内「入札情報」→

「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。

　　※ 　２⑸の信用格付に係る書類の発行日付は、原則

として提出日以前10日以内の日付とします。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　再度入札の実施

　 　落札者がない場合は、再度入札を行います。ただし、

その前回の入札が川崎市交通局競争入札参加者心得第

７条の規定により無効とされた者は除きます。再度入

札に係る入札書の提出期限、開札の日時・場所等につ

いては、Ｅメール又はＦＡＸにより連絡します。

10　契約の手続等

　 　次により、契約を締結します。ただし、令和３年第

１回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議

決を条件とします。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市交通局

契約規程第33条各号に該当する場合は、免除します。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成

　　　必要

11　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎条例第14号）、川崎市交通局契約規

程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑴の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第32号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和３年２月15日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　篠　原　秀　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　営業所寝具クリーニング（単価契約）

　⑵ 　履行場所

　　　塩浜営業所、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

　　　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「クリーニング業務」、種目「クリーニ

ング業」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　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２月15日から令和３年２月19日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで

　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
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　 　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25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　稲葉

　　電話　044－200－3235

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３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　 一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和３年３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、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３月９日　午後13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

　　 　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５号

　　　入　札　公　告

　川崎市立井田病院におけるレストラン運営事業者の一

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１日

 川崎市病院事業管理者　増　田　純　一　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立井田病院におけるレストラン

運営事業者の選定

　⑵ 　履行場所　川崎市中原区井田２－27－１

　　　　　　　　川崎市立井田病院

　⑶ 　履行方法　行政財産定期建物賃貸借契約

　　　　　　　　 （地方自治法第238条の４第２項第４

号、地方自治法施行令第169条の３）

　⑷ 　履行期間

　　 　令和３年４月１日から令和４年10月31日までとす

る。

２ 　入札参加資格

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167
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条の４第１項の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（平成17年川崎市病院局規

程第39号）第２条の規定に基づく資格停止期間中で

ないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　国税又は市税の未納がないこと。

　⑸ 　良質な商品及び優良なサービスを提供できる資

力、能力等を有していること。

　⑹ 　事故の場合、レストラン運営事業者の責任におい

て直ちに対応ができ、かつ相応の補償能力を有して

いること。

　⑺ 　レストランの営業を５年間以上継続していること。

　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でないこ

と。

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がないこと。

　⑽ 　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が⑻又は⑼のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結していないこと。

３ 　契約条項を示す場所

　　川崎市立井田病院事務局庶務課

　　〒211－0035

　　川崎市中原区井田２－27－１

　　電　話　044－766－2188（代表）

４ 　入札及び開札の日時、場所

　⑴ 　入札受付　　　　　 　令和３年２月26日（金）午

後２時30分から３時

　⑵ 　入札及び開札の日時 　令和３年２月26日（金）午

後３時

　⑶ 　入札及び開札の場所 　川崎市立井田病院２階　第

１・２会議室

５ 　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。

６ 　契約書作成の要否

　 　契約締結に当たっては、契約書を作成するものとし

ます。

７ 　その他

　⑴ 　詳細は案内書によります。案内書（様式類を含

む）、仕様書等は川崎市立井田病院ホームページか

らダウンロードできます。

　⑵ 　この公告に関する問い合わせ先は、以下のとおり

です。

　　　　川崎市中原区井田２－27－１

　　　　川崎市立井田病院事務局庶務課庶務係

　　　　行政財産担当

　　　　電　話　044－766－2188（代表）

　　　　ＦＡＸ　044－788－0231

　　　　電子メールアドレス

　　　　83idasyo@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市病院局公告第６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条項を示し、また関連情報

を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　 　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担

当」といいます。）

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

７階　電話044‐200‐3857（直通）

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい

ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以

下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規

程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類

は、病院局契約担当の窓口で縦覧できるほか、イン

ターネットにおいて、病院局入札情報のページで閲

覧及びダウンロードすることができます。

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

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

html）

　⑶ 　本書に示された諸手続きで期間が定められている

場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、

縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の

日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午

後５時15分までに限ります。

　⑷ 　競争参加の申込み及び競争参加資格について

　　ア 　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参又は郵送に

より受付けます。郵送による場合には、申込期間

最終日の午後５時15分までに必着とします。

　　イ 　本書において「名簿」とは、「平成31・32年度

業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加

者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格

のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
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　　（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。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎市立井田病院斜面防護等整備工事に伴う家屋事後調査業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２丁目27番地先

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「補償コンサルタント」

種目「事業損失部門」

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２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月19日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定します。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市病院局公告第７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

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手術用ドリル機械の調達

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２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月19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電動式骨手術器械の調達

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２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月19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自動免疫染色装置の調達

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２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

※川崎市病院局公告第８号・案件10と合併入札

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19日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

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

川崎市病院局公告第８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

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

川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名

簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと

に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条

件を満たす必要があります。

　　（ア）契約規程第２条の規定に該当しないこと。

　　（イ ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。

　　（ウ ）法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。

　　（エ ）本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する

こと。

　　ウ 　競争参加資格があると認められた者には、別紙

の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交

付します。競争参加資格があると認め難い者に

は、別途お知らせします。

　　エ 　競争参加資格があると認められた者が、競争参

加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
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いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参

加することはできません。

　⑸ 　仕様等に関する問合せの方法について

　　 　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局

入札情報のページで取得できます。）により受け付

けます。また、提出された質問書は１⑴の照会窓口

に回答書と共に掲示を行い、併せて１⑵の病院局入

札情報のページにも掲載を行います。

　⑹ 　入札及び開札について

　　ア 　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。

　　イ 　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。

　　　 　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた

旨の書面を事前に提出しなければなりません。

　　ウ 　郵便により入札書を提出する場合には、こちら

から送付する競争参加資格確認通知を確認した後

に発送してください。

　　エ 　入札保証金は免除します。

　　オ 　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　令和３年第１回川崎市議会定例会における本調

達に係る予算の議決を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院及び井田病院で使用する上半期給食用米穀の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和３年10月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「食料品」

種　目　「食料品」

地域区分 「市内」、「準市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

納 品 予 定 米 の

提 案 期 間

令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。（納品予定米については、川崎市立川

崎病院へ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る

回 答
令和３年２月24日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院及び井田病院で使用する患者給食用乳製品等の単価契約

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 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　「食料品」

種　目　「食料品」

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２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年３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

日 時 令和３年２月26日　必着

場 所 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。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、発注が予想される見込数量であり、発注を約束するもの

ではありません。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 用紙の基本単価契約

履行場所

川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

川崎市川崎区砂子１－８－９（病院局総務部）

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　「文具・事務機器」

種　　　目　「用紙類」

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２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

サ ン プ ル

提 出 期 間

令和３年２月10日から令和３年２月24日まで受付けます。（提案する物品のサンプルついては、

上記の各履行場所へそれぞれ提出し、審査を受けてください。）

サ ン プ ル

審 査 結 果
令和３年３月５日までに適宜通知します。

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　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１－８－９　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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そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、発注が予想される見込数量であり、発注を約束するもの

ではありません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 ペーパータオルの基本単価契約（220㎜×230㎜）

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）

川崎市川崎区砂子１－８－９（病院局総務部）

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　「日用品雑貨」

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２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

同 等 品 の

提 案 期 間

令和３年２月10日から令和２年２月24日まで受付けます。（同等品の提案については、上記の各

履行場所にてそれぞれ提案し、審査を受けてください。）

提 案 に 対 す る

回 答
令和３年３月５日までに適宜通知します。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和２年３月12日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

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。

そ の 他
仕様書に記載されている予定数量は、発注が予想される見込数量であり、発注を約束するもの

ではありません。

（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎市立病院で使用する医療用ガスの調達　計12案件（基本単価契約）

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「薬品」

種　目　「ガス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 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 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３月５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３月３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
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予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

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

２ 　入札は１案件ごとに行い、１案件ごとに落札者を決定します。

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎で使用する電気の調達

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期限 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　「その他の物品販売」

種　目　「電気供給」

地域区分 設定しません。

そ の 他

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

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

あること。

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

づき、Ａランク又はＢランクに格付けされているものであること。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月19日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院血管内超音波画像システム（ｉ－Ｌａｂ　ＣＡＲＴ）賃貸借

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

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２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月19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８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院陰圧創部治療器（ＲＥＮＡＳＹＳ創傷治療システム）賃貸借

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療機器」

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２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月19日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院医療用機器（血管内超音波画像システム）賃貸借

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　「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２月10日から令和３年２月16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24日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月19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 井田病院自動免疫染色装置用消耗品単価契約（令和３年度分）

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　「薬品」

種　目　「衛生材料」

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２月10日から令和３年２月16日まで受付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時

令和３年２月24日　午前10時00分

※川崎市病院局公告第７号・案件３と合併入札

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19日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

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

川崎市病院局公告第９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
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約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格

の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った入札者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、

その価格に満たない価格で入札した者の入札は無

効とします。

　　　 　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回

り、落札者を決定できないときは、直ちに再度入

札を行います。ただし、その前回の入札が参加者

心得の規定により無効とされた者及び開札に立会

わない者は再度入札に参加できません。

　　カ 　参加者心得において無効と定める入札は、これ

を無効とします。

　⑺ 　契約の締結について

　　 　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締

結します。

　　ア 　契約保証金は契約金額の10パーセントとしま

す。ただし、契約規程第34条各号に該当する場合

は免除します。

　　イ 　契約書の作成を必要とします。

　　ウ 　令和３年第１回川崎市議会定例会における本調

達に係る予算の議決を必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎建物機械警備業務委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「警備」

種　目　「機械警備」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
履行場所に係る図面は、競争参加資格があると認められた者に対して競争参加資格確認通知書

とともに交付します。

（案件２）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 鹿島田看護職員宿舎建物管理業務委託

履行場所 川崎市幸区鹿島田１－21－14（鹿島田看護職員宿舎）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録
業　種　「施設維持管理」

地域区分 「市内」

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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
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郵 便 に よ る

入 札 書 の 提 出

提出期限 令和３年２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

そ の 他
履行場所に係る図面は、競争参加資格があると認められた者に対して競争参加資格確認通知書

とともに交付します。

（案件３）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 令和３年度川崎市立病院患者・職員満足度調査業務委託

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１月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「調査・測定」

種　目　「その他の調査・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２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院経皮的心肺補助システム保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和８年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院自動造影剤注入装置保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件６）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院人工呼吸器（ニューポートベンチレータ）保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院病理検査業務支援システム保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件８）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院体外式衝撃波結石破砕装置保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院全自動輸血検査装置（ＩＨ－500）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件10）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院調剤支援システム保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件11）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院自動血球分析装置（ＸＮ－3000）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件12）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院ＢＤフェニックスシステム等保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１　（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件13）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野１）

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　「医療関連業務」

種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から４の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　ＩＳＯ14001　を取得していること。

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

ていること。

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

と。

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

を受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の８）に

適合していること。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。
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（案件14）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 井田病院検体検査業務委託（分野２）

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期限 令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

競 争 参 加 資 格

名 簿 の

登　 録

業　種　「医療関連業務」

種　目　「衛生検査」

地域区分 設定しません。

そ の 他

下記、１から４の書類の写しを参加申込時に提出すること。

１ 　ＩＳＯ14001　を取得していること。

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

ていること。

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

と。

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

を受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の８）に

適合していること。

競争参加の申込 令和３年２月10日から令和３年２月17日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和３年３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２月26日　必着

提 出 先 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市病院局経営企画室経理担当課長

予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

消 防 局 訓 令

川崎市消防局訓令第１号

 局内一般　　

 消防署　　

　川崎市消防建築同意事務処理規程の一部を改正する訓

令を次のように定める。

　　令和３年２月５日

 川崎市消防長　日　迫　善　行　　

　　　川崎市消防建築同意事務処理規程の一部を

　　　改正する訓令

　川崎市消防建築同意事務処理規程（平成７年消防局訓

令第１号）の一部を次のように改正する。

　第３条第２号オ中「、川崎市建築基準条例（昭和35年

川崎市条例第20号）第６条第２項ただし書」を削る。

　第３号様式及び第３号の２様式中「フード等用簡易自

動消火設備」を「フード等用簡易自動消火装置」に改め

る。

　第３号の４様式中「高さ・軒の高さ・屋根・構造」を

「階数・高さ・屋根・構造」に改める。

　第７号様式中「フード等用簡易自動消火設備」を「フ

ード等用簡易自動消火装置」に改める。

　第８号様式（裏）を次のように改める。
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　裏

消防署予防係( - 0119 ）

（２）具体的な設置位置について

ア 住宅用防災警報器等は、煙や水蒸気の滞留するような場所を避け、下図の例により設置してください。

（４）維持について

住宅の寝室等の天井又は壁に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ有効に感知することができるようＮＳマーク等の貼付さ
れた規格省令に適合する住宅用防災警報器等を次により設置してください。

（１） 住宅用防災警報器等を設置する部分について（１） 住宅用防災警報器等を設置する部分について

住宅用防災警報器等は以下の住宅の部分（共同住宅、複合用途防火対象物の共有部分を除く。）に設置してください。

イ 台所（下図②）

ウ アが存する階から直下階に通ずる階段の上端（下図③）

ア 就寝の用に供する居室（下図①）※複数ある場合その室ごと。

エ アが存する階（避難階から上方に数えた階数が２以上の階に限る。）から下方に数えた階数が２である階に直上階から通ず
る階段の下端（下図④）

オ アが避難階のみに存する場合、居室が存する最上階（避難階から上方に数えた階数が２以上の階に限る。）から直下階に通
ずる階段の上端（下図⑤）

カ アからオ以外の階で床面積7㎡以上である居室が５以上存する場合は次による。
（ア）廊下（下図⑥）
（イ）廊下がない場合、当該階から直下階に通ずる階段の上端（下図⑦）
（ウ）廊下及び直下階がない場合は当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端（下図⑧）

イ 自動試験機能を有していないものにあっては、交換期限内に交換してください。

ウ 自動試験機能を有するものにあっては、機能に異状表示などあった場合は交換してください。

ア 電池を用いるものにあっては、電池切れとなる前に交換してください。

（５）免除について

スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備を設置した場合等は、その有効範囲
内の住宅の部分について住宅用防災警報器等を免除できる場合があります。

（ア）段違い、傾斜、円形、越屋根天井等は最上部に設置してください。ただし最上部が換気の用に供される場合は、その部分
を避けて設置してください。

（イ）寝室と台所が間仕切り、扉等により区画されていない場合は、寝室と台所の中央付近に設置してください。

（３）設置場所に適応した住宅用防災警報器等について

ア 廊下以外の部分 光電式のもの

イ 廊下 イオン化式又は光電式のもの

住宅用防災警報器等は、次により住宅の部分に応じ、適応するものを選択してください。ただし、台所等は定温式に代えるこ
とができます。

※イオン式のものを廃棄する際は、放射線障害防止法に基づく廃棄方法によってください。詳細はご購入の販売店、製造者にご
確認ください。

６

７㎡以上の居
室が５以上存
する階

７

８

廊下のない７
㎡以上の居室
が５以上存す
る階

② 台所はすべて必要

寝室
１ ３

４
寝室

１

５
居間

寝室
１ ３

寝室

１
台所

２
台所

２
台所

２

２
台所

※居室の使用状況により就寝の用に供する部分には、住宅用防災警報器等が必要となリます。

６

７㎡以上の居
室が５以上存
する階

７

８

廊下のない７
㎡以上の居室
が５以上存す
る階

② 台所はすべて必要

寝室
１ ３

４
寝室

１

５
居間

寝室
１ ３

寝室

１
台所

２
台所

２
台所

２

２
台所

※居室の使用状況により就寝の用に供する部分には、住宅用防災警報器等が必要となリます。

イ 特殊な例

風の吹き出
し口から１．
５ｍ以上離
す

はり等を避け、
６０ｃｍ（熱式は
４０ｃｍ）以上離
す

・天井への設置例 ・壁への設置例

天井から１５ｃ
ｍ以上、５０ｃ
ｍ以内の場
所に設置する

・階段又は傾斜路への設置例

できるだけ中
心部に設置す
る

階段の
上端

階段の
下端

６０ｃｍ（熱
式は４０ｃ
ｍ）以上離
す

風の吹き出
し口から１．
５ｍ以上離
す

はり等を避け、
６０ｃｍ（熱式は
４０ｃｍ）以上離
す

・天井への設置例 ・壁への設置例

天井から１５ｃ
ｍ以上、５０ｃ
ｍ以内の場
所に設置する

・階段又は傾斜路への設置例

できるだけ中
心部に設置す
る

階段の
上端

階段の
下端

６０ｃｍ（熱
式は４０ｃ
ｍ）以上離
す

４ 住宅用防災警報器等の設置について

住宅の寝室等の天井又は壁に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ有効に感知することができるよう規格省令に適合する住宅用

防災警報器等を次により設置してください。

※イオン式のものを廃棄する際は、放射線同位元素等の規制に関する法律に基づく廃棄方法によってください。詳細はご購入の販売店、

製造者にご確認ください。

（５）免除について

スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備を設置した場合等は、その有効範囲内

の住宅の部分について受託用防災警報器等を免除できる場合があります。
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　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この訓令は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し

た上で引き続きこれを使用することができる。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第２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２月２日

 川崎市教育委員会　　　　　　　

 教育長　小田嶋　　　満　　

１ 　日　時　　令和３年２月９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44号　 通学区域の一部変更について（野

川小・西野川小・南野川小学校区）

　　　　議案第45号　 地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第29条の規定に基づく意

見聴取について

４ 　陳情審議

　　　　陳情第１号　 川崎市の図書館の充実と今後のあ

り方に関する陳情について

５ 　その他報告等

農 業 委 員 会 告 示

川農委告示第２号

　第８回川崎市農業委員会総会を次のとおり招集します。

　　令和３年２月１日

 川崎市農業委員会　　　　　　

 会長　小　川　耕　平　　

１ 　日　時

　　令和３年２月10日（木）　午後２時00分～

２ 　場　所

　　 セレサ川崎農業協同組合梶ヶ谷ビル３階　第１会議

室

　　（川崎市高津区梶ヶ谷２－１－７）

３ 　議　題

　⑴ 　議案第１号　 農地法第４条第１項の規定による許

可申請に対する意見について

　⑵ 　議案第２号　 農地法第５条第１項の規定による許

可申請に対する意見について

　⑶ 　議案第３号　 相続税の納税猶予適格者証明（新

規）について

　⑷ 　議案第４号　特定農地貸付けの承認について

　⑸ 　議案第５号　 農業振興地域整備計画の変更に係る

意見について

　⑹ 　報告第１号　 農地法第３条の規定による許可申請

に対する処分決定について（報告）

　⑺ 　報告第２号　 農地の転用届出に関する事務局長の

専決処分について

　⑻ 　報告第３号　 相続税の納税猶予適格者証明（継

続）について

　⑼ 　報告第４号　 生産緑地の農業の主たる従事者証明

について

　⑽ 　報告第５号　 買い取らない旨の通知をした生産緑

地のあっせんについて

　⑾ 　報告第６号　 令和３年度税制改正要望（素案）に

ついて

　⑿ 　その他

職員共済組合公告

川崎市共済公告第１号

　令和３年第１回川崎市職員共済組合組合会を次のとお

り招集します。

　　令和３年２月15日

 川崎市職員共済組合　　　　　　

 理事長　伊　藤　　　弘　　

１ 　開催日時　令和３年３月18日（木）午後２時

２ 　開催場所　川崎市川崎区東田町５－４

　　　　　　　川崎市役所第３庁舎18階大会議室

３ 　会議に付すべき事件

　⑴ 　川崎市職員共済組合運営規則の一部改正について

の理事長の専決処分の承認について

　⑵ 　川崎市職員共済組合定款の一部変更（案）の承認

について

　⑶ 　川崎市職員共済組合令和３年度事業計画及び予算

（案）の承認について

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第13号

　国民健康保険料に係る納入通知書及び過誤納還付通知

書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
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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２月10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14号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する

地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に

より公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

年　度 科　目 期　別
この公示により

変更する納期限
件数・備考

令和２

年度

介護保険料 特４期

以降

１件

令和２

年度

介護保険料 第10期

以降

令和３年３月１

日（第10期分）

１件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第15号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10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16号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10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17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２月12日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第18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２月12日

 川崎市川崎区長　水　谷　吉　孝　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第４号

　国民健康保険料に係る過誤納金還付（充当）通知書を

別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、

事務所及び事業所が不明のため送達することができない
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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２月９日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第５号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第６号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10日

 川崎市幸区長　関　　　敏　秀　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和２

年度

介護保険料 第 ８ 期

以降

令和３年３月１

日（第８期～第

10期分）

計１件

　（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第９号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10日

 川崎市中原区長　永　山　実　幸　　

　（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第10号

　次の国民健康保険料等に係る差押調書（謄本）を別紙

記載の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事

務所及び事業所が不明のため送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和33年12月27日法律192号）第

78条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20

条の２の規定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月３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11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２月４日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての決裁があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に川崎市を被告として（川崎市長が被告の

代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第12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。
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　　令和３年２月４日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第13号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月９日

 川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和２

年度

介護保険料 第 1 0期

以降

令和３年３月１

日（第10期分）

計１件

令和２

年度

介護保険料 第 ６ 期

以降

計１件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市高津区公告第14号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10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９号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用

する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規

定により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10日

 川崎市宮前区長　髙　橋　哲　也　　

　（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第６号

　次の介護保険料に係る納入通知書及び過誤納金還付通

知書を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の住

所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達すること

ができないので、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２月10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

変更する納期限
件数・備考

令和２

年度

介護保険料

（納入通知

書）

普 第 ５

期以降

１件

令和２

年度

介護保険料

（納入通知

書）

普 第 ６

期以降

１件

令和２

年度

介護保険料

（納入通知

書）

普 第 ８

期以降

１件

令和２

年度

介護保険料

（過誤納金

還付通知書）

３件

　（別紙省略）

　　　───────────────────
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川崎市多摩区公告第７号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10日

 川崎市多摩区長　荻　原　圭　一　　

　（別紙省略）

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第６号

　国民健康保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10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７号

　国民健康保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、国民健康

保険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用す

る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定

により公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10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８号

　次の介護保険料に係る納入通知書を別紙記載の者に送

達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業

所が不明のため送達することができないので、介護保険

法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地

方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ

り公告します。

　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交

付します。

　　令和３年２月10日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和２

年度

介護保険料 第６期

分以降

計１件

令和２

年度

介護保険料 特徴

第 ４ 期

分以降

計１件

　（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市麻生区公告第９号

　次の介護保険料に係る過誤納金還付通知書を別紙記載

の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所

及び事業所が不明のため送達することができないので、

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２月10日

 川崎市麻生区長　多　田　貴　栄　　

年　度 科　目 期　別
この公告により

変更する納期限
件数・備考

令和２

年度

介護保険料 計１件

　（別紙省略）
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