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◇�一般競争入札の執行（第５号）�������� 883

◇�一般競争入札の執行（第６号）�������� 884

◇�一般競争入札の執行（第７号）�������� 886

◇�一般競争入札の執行（第８号）�������� 887

◇�一般競争入札の執行（第９号）�������� 888

◇�一般競争入札の執行（第10号）�������� 889

◇�一般競争入札の執行（第11号）�������� 891

◇�一般競争入札の執行（第12号）�������� 892

◇�一般競争入札の執行（第13号）�������� 893

◇�一般競争入札の執行（第14号）�������� 895

◇�一般競争入札の執行（第15号）�������� 896

◇�一般競争入札の執行（第16号）�������� 897

◇�一般競争入札の執行（第17号）�������� 899

　　交通局公告（調達）

◇�一般競争入札の公告（第２号）�������� 900

◇�一般競争入札の公告（第３号）�������� 902

　　病院局規程

◇�川崎市病院局企業職員給与支給規程の一部

を改正する規程（第１号）���������� 904

　　病院局公告

◇�一般競争入札の執行（第６号）�������� 904

◇�一般競争入札の執行（第７号）�������� 909

　　消防局公告

◇�指定催しの指定（第２号）���������� 911

◇�サイレンの吹鳴（第３号）���������� 911

　　教育委員会告示

◇�教育委員会定例会の招集（第２号）������ 912

　　選挙管理委員会告示

◇�川崎市長選挙及び川崎市議会議員幸区選挙

区補欠選挙における選挙運動に関する収入

及び支出の報告書の要旨（第１号）������ 912

　　職員共済組合規程

◇�川崎市職員共済組合貯金事業に関する規則

施行規程の一部を改正する規程（第１号）��� 920

　　職員共済組合公告

◇�役員の退職（第１号）������������ 922

◇�川崎市職員共済組合組合会議員選挙の執行

（第２号）����������������� 922

　　区公告

◇�住民票の職権消除（川崎区第８号）������� 922

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（川崎区第９号）��������������� 922

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（川崎区第10号）��������������� 922

◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（川崎

区第11号）������������������ 922

◇�後期高齢者医療保険料に係る督促状の公示

送達（川崎区第12号）������������� 923

◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（川崎

区第13号）������������������ 923

◇�後期高齢者医療保険料に係る督促状の公示

送達（川崎区第14号）������������� 923

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（川崎区第15号）��������������� 923

◇�国民健康保険料に係る差押調書（謄本）の

公示送達（川崎区第16号）����������� 923

◇�国民健康保険料及び介護保険料に係る差押

調書（謄本）の公示送達（川崎区第17号）���� 923

◇�印鑑登録の抹消（幸区第３号）��������� 924

◇�住民票の職権消除（幸区第４号）�������� 924

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（幸区第５号）���������������� 924

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（中原区第２号）��������������� 924

◇�国民健康保険料に係る差押調書の公示送達

（中原区第３号）��������������� 924

◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（中原

区第４号）������������������ 924

◇�住民票の職権消除（中原区第５号）������� 925

◇�印鑑登録の抹消（中原区第６号）�������� 925

◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（高津

区第６号）������������������ 925

◇�後期高齢者医療保険料に係る督促状の公示

送達（高津区第７号）������������� 925

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（高津区第８号）��������������� 925

◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（宮前

区第３号）������������������ 925

◇�後期高齢者医療保険料に係る督促状の公示

送達（宮前区第４号）������������� 926

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（宮前区第５号）��������������� 926

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（多摩区第２号）��������������� 926

◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（多摩

区第３号）������������������ 926
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◇�国民健康保険料に係る差押調書（謄本）の

公示送達（多摩区第４号）���������� 926

◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送達

（麻生区第３号）�������������� 926

◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（麻生

区第４号）����������������� 927

◇�神奈川県国民健康保険被保険者証返還請求

等通知書の公示送達（麻生区第５号）����� 927

規 則

　川崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施

行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和４年１月31日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

川崎市規則第１号

　　　川崎市マンションの建替え等の円滑化に

　　　関する法律施行細則の一部を改正する規則

　川崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施

行細則（平成27年川崎市規則第42号）の一部を次のよう

に改正する。

　第２条第１項第１号中「第102条第２項」を「第102条

第２項第１号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

告 示

川崎市告示第20号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３

項の規定に基づいて、大師公園等の指定管理者を次のと

おり指定しましたので、川崎市都市公園条例（昭和32年

川崎市条例第６号）第18条の２第３項の規定により告示

します。

　　令和４年１月17日

　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

管理を行わせる施設の名称及び所在地

・�大師公園（公園内水泳プール、大師こども文化センター、大師老人いこ

いの家を除く。）

　川崎市川崎区大師公園１

・�桜川球場（桜川公園内）

　川崎市川崎区桜本１丁目１４－３

・池上新田球場（池上新田公園内）

　川崎市川崎区池上町１－３

・小田球場（小田公園内）

　川崎市川崎区小田４丁目２０－３８

指定管理者

（所�在�地）　東京都世田谷区玉川二丁目２番１号

（名　　称）　株式式会社　石勝エクステリア

（代表者名）　代表取締役社長　合間　功　様

指定期間
令和４年４月　１日から

令和９年３月３１日まで

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

川崎市告示第21号

　指定障害福祉サービスの事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定
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により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ

りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり

告示します。

　　令和４年１月18日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

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

ギバーズゲイン合同会社 メープル 川崎市川崎区新川通７－１就労継続支援Ａ型 令和３年11月30日 1415001351

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

川崎市告示第22号

　　　指定障害児通所支援の事業の廃止について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20

第４項の規定により、指定障害児通所支援の事業の廃止

の届出がありましたので、同法第21条の５の25第２項の

規定に基づき別表のとおり告示します。

　　令和４年１月18日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

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

株式会社Up�Start ステラファミリア
川崎市多摩区登戸新

町368－２
保育所等訪問支援 令和３年11月30日 1455400380

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳ武蔵新

城ＤＡＳＨ

川崎市中原区新城３

－15－４
児童発達支援 令和３年11月30日 1455200442

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳ武蔵新

城ＤＡＳＨ

川崎市中原区新城３

－15－４

放課後等デイサー

ビス
令和３年11月30日 1455200442

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳ発達支

援センター川崎

川崎市川崎区京町２

－24－２
児童発達支援 令和３年11月30日 1455000339

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳ発達支

援センター川崎

川崎市川崎区京町２

－24－２

放課後等デイサー

ビス
令和３年11月30日 1455000339

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳ発達支

援センター武蔵新城

川崎市中原区新城３

－17－９
児童発達支援 令和３年11月30日 1455200350

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳ発達支

援センター武蔵新城

川崎市中原区新城３

－17－９

放課後等デイサー

ビス
令和３年11月30日 1455200350

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳオレン

ジ

川崎市中原区新城３

－８－８
児童発達支援 令和３年11月30日 1455200533

株式会社三葉
ＣＯＭＰＡＳＳオレン

ジ

川崎市中原区新城３

－８－８

放課後等デイサー

ビス
令和３年11月30日 1455200533

株式会社ユーフォ

リアファミリー
心花

川崎市多摩区菅稲田

堤二丁目５番91号
児童発達支援 令和３年11月30日 1455400448

株式会社ユーフォ

リアファミリー
心花

川崎市多摩区菅稲田

堤二丁目５番91号

放課後等デイサー

ビス
令和３年11月30日 1455400448

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

川崎市告示第23号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文、

第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１項第

１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若しくは

第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定により、指

定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、

指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定

介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者を指定し

又は介護老人保健施設を許可したので、同法第78条、第

78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第115条の20、

若しくは第115条の30の規定又は第104条の２の規定に基

づき告示します。

　　令和４年１月18日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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令和４年１月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

合同会社輪 1475502744 介護タクシー輪
川崎市宮前区南野川2丁目

56番26-309号野川住宅
訪問介護

株式会社Ｂｅｌｌｉｓ 1465490297

ウ ィ ズ・ ユ ー 川 崎　

訪問看護ステーショ

ン

川崎市多摩区西生田2丁目1

番4号

訪問看護

介護予防訪問看護

ヒューマンライフケア

株式会社
1475402952

福祉用具ステーショ

ン　ヒューマンライ

フケア川崎北

川 崎 市 多 摩 区 長 沢2-2-3　

石垣ハイツ103号

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販

売

株式会社アスナロ 1495200519
ｆｕｒｅａｉ武蔵新

城店

川崎市中原区新城5-8-3第

Ⅱ望月ビル1階
地域密着型通所介護

株式会社ふるさと 1495400713
デイサービスふるさ

と上布田
川崎市多摩区布田29番地10

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通

所介護

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

川崎市告示第24号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第

78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第105

条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第２項、

第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険法等の

一部を改正する法律附則130条の２第１項によりなおそ

の効力を有するものとされた改正前の介護保険法（以下、

「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定により、

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業

者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事

業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

指定介護予防支援事業者から廃止の届出があり、又は指

定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設

若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の届出があっ

たため、介護保険法第78条、第78条の11、第85条、第

104条の２、第115条の10、第115条の20、第115条の30、

第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法第115条

の規定に基づき告示します。

　　令和４年１月18日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

令和３年８月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

有限会社モア 1475101497 デイサービス平和園 川崎市幸区南加瀬３-３-38 地域密着型通所介護

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

川崎市告示第25号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第

78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第105

条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第２項、

第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険法等の

一部を改正する法律附則130条の２第１項によりなおそ

の効力を有するものとされた改正前の介護保険法（以下、

「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定により、

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業

者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事

業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは

指定介護予防支援事業者から廃止の届出があり、又は指

定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設

若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の届出があっ

たため、介護保険法第78条、第78条の11、第85条、第

104条の２、第115条の10、第115条の20、第115条の30、

第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法第115条

の規定に基づき告示します。

　　令和４年１月18日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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令和３年11月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社ベンチャーバ

ンク
1495500389

リハビリフィットネ

ス　ゆずりは　神木

川崎市宮前区神木本町５-

１-４　エスペランサ宮前

１Ｆ

地域密着型通所介護

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

川崎市告示第26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４年１月18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27号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項

の規定に基づいて、多摩川緑地バーベキュー広場の指定

管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市都市公園

条例（昭和32年川崎市条例第６号）第18条の２第３項の規

定により告示します。

　　令和４年１月18日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

管理を行わせる施設

の名称及び所在地

多摩川緑地バーベキュー広場

川崎市高津区瀬田地内

指定管理者

（所在地）

川崎市川崎区藤崎３丁目７番

６号

（名　称）

多摩川緑地バーベキュー広場

共同事業体

（代表者名）

太平洋總業サービス株式会社

代表取締役社長　飯島　一光

指定期間
令和４年　４月　　１日から

令和９年　３月　３１日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第28号

　　　議決された予算の公表について

　別紙の予算は、令和４年１月14日招集の令和４年第１

回川崎市議会臨時会において、令和４年１月14日に原案

のとおり可決されましたので、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第219条第２項の規定により公表します。

　　令和４年１月19日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　令和３年度川崎市一般会計補正予算

　令和３年度川崎市の一般会計の補正予算は、次に定め

るところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第�１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

27,847,688千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ893,440,991千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。

　　令和４年１月14日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
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第１表　　　　歳　　入　　歳　　出　　予　　算　　補　　正

　　歳入

款 項 補正前の額 補正額 計

17　国庫支出金

千円 千円 千円

190,713,892 27,846,854 218,560,746

２　国庫補助金 59,574,310 27,846,854 87,421,164

23　諸　収　入
34,331,575 834 34,332,409

６　雑　　　入 9,128,505 834 9,129,339

歳　　入　　合　　計 865,593,303 27,847,688 893,440,991

　　歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

５　健康福祉費

千円 千円 千円

185,745,811 27,847,688 213,593,499

１　健康福祉費 9,494,702 27,847,688 37,342,390

歳　　出　　合　　計 865,593,303 27,847,688 893,440,991
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川崎市告示第29号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第44条

第１項の規定による特定非営利活動法人ＮＰＯレインボ

ーの認定をしたので、同法第49条第２項の規定により次

のとおり告示します。

　　令和４年１月24日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

１　名称

　　特定非営利活動法人　ＮＰＯレインボー

２　代表者の氏名

　　荻野　郁子

３　主たる事務所の所在地

　　川崎市川崎区大師町６番７号

４　当該認定の有効期間

　　令和４年１月24日　～　令和９年１月23日

　　　───────────────────

川崎市告示第30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４年１月25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31号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第８条第１項の規定による個人情報ファイルの届出

及び同条第３項の規定による保有個人情報業務の届出に

ついて、同条第７項の規定に基づき公表します。

　　令和４年１月26日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　届出の状況

　⑴�　個人情報ファイル（新規）

　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　１件

　⑵�　個人情報ファイル（変更）

　　ア　選挙管理委員会　　　　　　　　　　　　16件

２　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第32号

　川崎市個人情報保護条例（昭和60年川崎市条例第26

号）第11条第３項の規定による保有個人情報の目的外利

用等の届出について、同条第５項の規定に基づき公表し

ます。

　　令和４年１月26日

　　　　　　　　　　　　川崎市長　福田　紀彦　　

１　届出の状況

　⑴�　目的外利用

　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　６件

　　イ　病院事業管理者　　　　　　　　　　　　１件

　⑵�　外部提供

　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　９件

　　イ　病院事業管理者　　　　　　　　　　　　１件

　　ウ　消　防　長　　　　　　　　　　　　　　１件

　　エ　教育委員会　　　　　　　　　　　　　　１件

２　届出書

　　別紙のとおり（省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第33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４年１月27日から令和４年２月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年１月27日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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道路の種類　市　道

旧・新

別
路線名 区　　間

敷地の

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

備考

旧
菅生

第140号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1909番1先
4.00 24.61

川崎市宮前区菅生

１丁目1905番33先

新
菅生

第140号線

川崎市宮前区菅生

１丁目1909番12先 4.70

～

4.80

24.61
川崎市宮前区菅生

１丁目1909番11先

　　　───────────────────

川崎市告示第34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４年１月27日から開始

します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年１月27日から令和４年２月10日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年１月27日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道

路線名 供　用　開　始　の　区　間 備考

菅生

第140号線

川崎市宮前区菅生1丁目1909番12先

川崎市宮前区菅生1丁目1909番11先

　　　───────────────────

川崎市告示第35号

　　　道路の区域の変更に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定

に基づき、道路の区域を次のように変更します。

その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい

て、令和４年１月28日から令和４年２月14日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年１月28日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

旧・新

別
路線名 区　　間

敷地の

幅員

（ｍ）

延長

（ｍ）

備考

旧
下小田中

第57号線

川崎市中原区下小

田中３丁目1102番

５先
5.20 14.30

川崎市中原区下小

田中３丁目1102番

５先

新
下小田中

第57号線

川崎市中原区下小

田中３丁目1102番

３先
6.00 14.30

川崎市中原区下小

田中３丁目1102番

３先

　　　───────────────────

川崎市告示第36号

　　　道路供用開始に関する告示

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

に基づき、次の道路の供用を令和４年１月28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４年１月28日から令和４年２月14日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年１月28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

下小田中

第57号線

川崎市中原区下小田中３丁目1102

番３先

川崎市中原区下小田中３丁目1102

番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第37号

　　　2021年度版環境基本計画年次報告書の公表

　　　について

　川崎市環境基本条例（平成３年川崎市条例第28号）第

９条の２第１項の規定に基づき、2021年度版環境基本計

画年次報告書を次のとおり公表します。

　　令和４年１月31日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　（別紙省略）

公 告

川崎市公告第65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4年1月17日

川崎市長　福　田　紀　彦
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公募する事項

件名 令和４・５年度日本語指導初期支援等業務委託

所管課

（問合せ先）

教育委員会事務局教育政策室

〒 210 － 0004　川崎市川崎区宮本町６番地

電話　044 － 200 － 3758

FAX�　044 － 200 － 3950

E-mail�：88seisaku@city.kawasaki.jp

業務内容

①管理運営責任者及び相談支援員配置業務

・学校等からの日本語指導初期支援申請の受付及び業務報告の取りまとめ

・相談支援

・指導計画の作成

・教材の作成及び提供、管理

・研修会の開催

②日本語指導初期支援員配置業務

・日本語指導初期支援

・学校生活及び日常生活への適応支援

・日本語指導初期支援の終了に関わる日本語能力の把握

・支援記録及び業務報告書の作成と提出

参加資格

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格者（委託：業種「その他業務」、種目

「その他」）として登録をしている者。地域要件は無とします。

　⑷�　直近３年間（平成 31 年度～令和３年度）において、自治体・民間での日本語

指導初期支援等業務委託の契約実績があること

参加申込方法

　所管課において配付している参加意向申出書及び上記参加資格⑷の要件を満たす

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

してください。参加意向申出書については、川崎市教育委員会ホームページからも

ダウンロードすることができます。

https://www.city.kawasaki.jp/880/page/0000136476.html

参加意向申出書

提出期間

令和４年１月 17 日（月）から令和４年１月 24 日 ( 月）まで

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

までとします (ただし、閉庁日は除きます )。

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

川崎市公告第66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４年１月17日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　件名

　�　川崎市要介護認定業務委託

２　履行期間

　�　契約日から令和５年３月31日

３　履行場所

　　川崎区役所　高齢・障害課付近

　　川崎市川崎区東田町８番地　ほか

４　事業概要

　　川崎市要介護認定業務委託

５　契約上限額

　　28,828,800円（消費税及び地方消費税を含む）

６　参加資格

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中ではないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「その他業務」に登載されていること。

　⑷�　３年度以内に国又は地方公共団体から本業務と同

様の業務（要介護認定委託業務）の受託実績があり、

運用実績を１年以上有していること。

　⑸�　個人情報の取扱いに係るプライバシーマーク及び

ＩＳＭＳ認証を取得している　こと。

　⑹�　この調達内容について確実に履行することができ
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ること。

７　参加資格の確認

　⑴�　提出場所

　　　�〒212-013　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッド

スクエア西館10階

　　　川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課

　　　電話：044-200-2455　　　FAX：044-200-3926

　　　電子メール：40kaigo@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　　�　令和４年１月17日（月）から令和４年１月24日

（月）

　　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から５時ま

で（土、日を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア　参加意向申出書（様式あり）

　　イ　実績表（様式あり）

　　ウ　取得規格認証書の写し

　　エ　類似の契約実績を証する書類

　⑷�　提出方法

　　�　持参又は郵送　（郵送の場合は宛先を次のとおり

とし、受付期間内に必着とする。）

　�　�郵送の場合の宛先

　�　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　�　川崎市　健康福祉局　介護保険課　認定係

　⑸�　参加資格確認審査

　　�　参加資格の審査結果は文書（電子メール）にて、

令和４年１月26日（水）までに通知する。

８　質問書の提出

　⑴�　照会窓口

　　�　７⑴と同じ

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年１月26日（水）から令和４年１月28日

（金）午後５時まで

　⑶�　質問受付方法

　　�　「質問書」（様式あり）により電子メールにて提

出

　　�　電子メール　40kaigo@city.kawasaki.jp

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月３日（木）までに参加資格を有する

すべての事業者に文書（電子メール）にて送付

９　提案書等の提出

　⑴�　提出場所

　　�　７⑴と同じ

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年２月４日（金）から令和４年２月10日

（木）

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から５時まで

（土、日を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア　提案書（様式あり）

　　イ　要件確認書（様式あり）

　　ウ　見積書

　⑷�　提出方法

　　�　持参又は郵送　（郵送の場合は宛先を次のとおり

とし、受付期間内に必着とする。）

　　�　郵送の場合の宛先

　　�　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地

　　�　川崎市　健康福祉局　介護保険課　認定係

10　プレゼンテーションの実施

　�　プレゼンテーションを実施するので、提案参加業者

は出席すること。プレゼンテーションの開催日時、開

催場所及び発表時間については、提案参加業者に令和

４年２月中旬までに電子メールにて通知する。

11　選定審査委員会の開催

　⑴�　審査及び決定

　　�　委託業者の選定にあたっては、川崎市要介護認定

業務委託事業者選定審査委員会設置要綱に基づき設

置する川崎市要介護認定業務委託事業者選定審査委

員会（以下「審査委員会」という。）において評価

を行う。審査委員会では、「提案書」、「要件確認書」、

「プレゼンテーション」及び「見積書」の内容等を

もとに審査し、総合評価点数が高い者を委託予定業

者として決定する。ただし、総合評価点数が満点の

60％に満たない場合は、不合格とする場合がある。

　⑵�　総合評価点数が同点の場合

　　�　次の優先順位で委託予定業者を決定する。

　　　ア�　プレゼンテーションによる提案項目の合計点

数が高い者

　　　イ�　出席委員の多数決

　　�　アイによっても同点の場合は、選定委員会の委員

長が決するものとする。

12　その他

　⑴�　提出書類

　　�　様式が指定されている提出書類については、川崎

市のホームページからダウンロード（「提案書等作

成要領」及び「仕様書」も同様にダウンロード可能）

して作成すること。なお、提出された書類は返却し

ない。

　⑵�　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　�　提案参加事業者の負担とする。

　⑶�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　�　日本語及び日本国通貨

　⑷�　契約書作成の要否

　　�　要する。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札
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情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ

とができる。

　⑹�　選定の効果

　　�　本契約の効果発生には、令和４年度第２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

する。

　　　───────────────────

川崎市公告第67号

　令和４～６年度川崎市勤労者福祉共済厚生事業等業務

委託の業者選定に関する公募型企画提案の実施につい

て、次のとおり公告します。

　　令和４年１月17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４～６年度川崎市勤労者福祉共済厚生事業等

業務委託

　⑵�　業務内容　

　　ア　厚生事業の企画・運営に関する業務

　　イ　厚生事業等の広報に関する業務

ウ　加入促進に関する業務

エ　会員の加入・脱退等に関する受付処理業務

オ　給付事業の受付処理業務

カ　掛金に関する業務

キ　貸付事業の案内

ク　受付窓口業務

ケ　共済システム管理業務

コ　業務実施計画書及び報告書等作成業務

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日～令和７年３月31日

　⑷�　履行場所　

　　�　川崎市経済労働局労働雇用部内他

２　提案書の提出者の資格

　�　この企画提案に参加を希望する事業者は、次の条件

をすべて満たしていることを必須とします。

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務有資格業者名簿の業種

「99その他業務」、種目「99その他」に登載されて

いること

　⑵�　本業務を実施する体制には、他都市共済事業の受

託及び民間企業の福利厚生業業務等、本業務に関連

する業務実績を有する者を含むこと

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ

く指名停止期間中でない者

　⑷�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でない者

　⑸�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑹�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３　提案者を特定するための評価基準

　⑴�　事業理解・取組意欲

　⑵�　厚生事業の提案事項

　⑶�　加入促進業務の提案事項

　⑷�　事業実施体制

　⑸�　経済性・効率性

４　担当部局

川崎市経済労働局労働雇用部勤労者福祉共済担当

〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２�

川崎フロンティアビル６階

電　話（直通）�044－200－2275

ＦＡＸ�044－200－3598�

　　メールアドレス：28roudou@city.kawasaki.jp

５　公募型企画提案参考資料の配布期間、場所

　⑴�　配付期間　令和４年１月17日（月）～１月24日（月）

　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�　受付期間　�令和４年１月17日（月）～１月24日

（月）午後３時

　⑵�　提出場所　４の担当部局と同じ

　⑶�　提出書類　�参加意向申出書（１部）、企業概要（１

部）、過去５年程度の類似業務の実績

及び業務実施体制（１部）

　⑷�　提出方法　持参又は郵送（必着）

７　質問書の受付期間、場所及び方法

　⑴�　受付期間　�令和４年１月17日（月）～１月24日

（月）午後３時

　⑵�　提出場所　４の担当部局と同じ

　⑶�　提出書類　質問書

　⑷�　提出方法　電子メール又は郵送（必着）

８　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴�　受付期間　�令和４年１月26日（水）～令和４年２

月１日（火）午後３時

　⑵�　提出場所　４の担当部局と同じ

　⑶�　提出書類　�企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績及び所要経費・概算見

積書（各８部）

　⑷�　提出方法　持参又は郵送（必着）
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９　企画提案審査会の実施日程及び場所

　⑴�　実施日時　令和４年２月７日（月）を予定

　⑵�　実施場所　川崎市役所経済労働局会議室を予定

　　　※�　時刻等、詳細事項については、各参加事業者

へ別途通知いたします。

10　要請手続において使用する言語及び通貨

　⑴�　言語　日本語

　⑵�　通貨　日本国通貨

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

　　４の担当部局と同じ

13　評価が同点となった場合の措置

　�　採点の結果、最も高い総合点を獲得した業者が複数

の場合（同点の場合）は、次の順で業者を選定するも

のとします。

　⑴�　１位の点数をつけた委員が多い提案を採用する。�

　⑵�　⑴で選定されない場合、各提案において１番高い

点数と１番低い点数を除外した合計得点が高い提案

を採用する。�

　⑶�　⑵で選定されない場合、見積もり金額が低い提案

を採用する。

14　その他必要と認める事項

　⑴�　業務規模概算額

　　　令和４年度　�57,451,000円（消費税及び地方消費

税を含む。）

　　　　　　　　　内訳：厚生事業�・・・48,240,000円

　　　　　　　　　会員管理・給付等受付処理業務・・

　　　　　　　　　�・・・・・・・・・・9,211,000円

　　　令和５年度　�57,501,000円（消費税及び地方消費

税を含む。）

　　　　　　　　　内訳：厚生事業�・・・48,240,000円

　　　　　　　　　会員管理・給付等受付処理業務・・　

� ・・・・・・・・・・9,261,000円

　　　令和６年度　�57,451,000円（消費税及び地方消費

税を含む。）

　　　　　　　　　内訳：厚生事業�・・・48,240,000円

　　　　　　　　　会員管理・給付等受付処理業務・・　

� ・・・・・・・・・・9,211,000円

　　　計　　　　　�172,403,000円（消費税及び地方消

費税を含む。）

　⑵�　見積書提出の有無

　　　有

　⑶�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

企画提案参加者の負担とします。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、令和４～６年度川崎

市勤労者福祉共済厚生事業等業務委託に係る公募型

企画提案実施要領によるものとします。

　⑸�　本プロポーザルによる業者選定の効果は、令和４

年第２回川崎市議会定例会における本業務委託に係

る予算の議決を要します。

　　　───────────────────

川崎市公告第68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４年１月17日

川崎市長�福　田　紀　彦

１　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　�　川崎市多摩区宿河原一丁目1654番

　�　　　ほか５筆

　�　　　1,421平方メートル

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　�　千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３

　　新日本建設株式会社　代表取締役　髙見　克司

３　予定建築物の用途

　�　共同住宅　　計画戸数：34戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　�　令和�２年12月�３日

　�　川崎市指令　ま宅審　イ第85号

　�　令和�３年12月15日

　�　川崎市指令　ま宅審　イ第81号（変更）

　　　───────────────────

川崎市公告第69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４年１月18�日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　委託事業名

　�　令和４年度かわさき健幸福寿プロジェクト推進事業

業務委託

２　委託内容

　�　表彰式イベントの企画運営、利用者インセンティブ

の作成　等

３　履行期限

　�　令和４年４月１日～令和５年３月31日

４　提案書の提出者の資格

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和3・4年度川崎市業者委託

有資格業者名簿の業種・種目「99その他業務　01イ

ベント」に登載されていること。
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　⑷�　制作実績について、次のいずれかの要件を満たす

こと。

　　①�　川崎市または他自治体の広報紙（年複数回、定

期的に刊行しているものに限る。）の制作実績を

過去３年間に１件以上有すること。

　　②�　川崎市または他自治体における同種イベントの

運営実績を過去３年間に１件以上有すること。

　　③�　川崎市または他自治体において、事業等の広報

動画制作実績を過去３年間に１件以上有すること。

　⑸�　本業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務

能力を有すること。

５　担当部署

　�　健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

６　参加意向申出書

　⑴�　配布期間

　　�　令和４年１月18日（火）～令和４年１月26日（水）

土日祝日を除く　９：00 ～ 12：00　／�13：00

～ 17：00

　⑵�　配布場所

　　�　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

　　　所在地：�川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスク

エア西館10階

　⑶�　提出書類

　　①�　参加意向申出書（様式１）

　　②�　コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　③�　誓約書（様式４）

　　④�　「４　提案書の提出者の資格⑷」の要件を満た

していることが確認できる書類

　⑷�　提出期限

　　　令和４年１月26日（水）17：00　まで

　⑸�　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹�　提出方法

　　　持参

７　企画提案書等

　⑴�　提出期限

　　　平成４年2月10日（木）17：00　まで

　⑵�　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶�　提出方法

　　　持参

　⑷�　提出書類

　　　ア　企画提案書　13部（Ａ４判縦横どちらでも可）

　　　イ　リニューアル後の事例集（案）　13部

　　　ウ　見積書（総額、作業内訳記載のこと。）

８　企画提案会

　⑴�　日時

　　�　令和４年２月中旬または下旬（詳細は提案各社へ

別途連絡。）

　⑵�　時間

　　�　各社プレゼンテーション30分以内（質疑応答15分

を含む）とする。

　⑶�　評価項目

　　①�　表彰式イベントの運営について

　　　ア�　市民の介護サービスへの関心を高めるための

提案

　　　イ�　事業所のモチベーション向上につなげるため

の提案

　　　ウ�　講演テーマ及び講師の人選

　　　エ�　効果的なPR方法の提案

　　②�　参加者及び参加事業所へのインセンティブの企

画・デザイン及び作成

　　　ア�　市民の本事業への関心を高めるための提案

　　　イ�　事業所の参加意欲向上のための提案

　　　ウ�　効果的なPR方法の提案

　　③�　第６期プロジェクト参加事業所事例集の作成に

ついて

　　　ア�　事例集全体の構成案

　　　イ　市民の参加意欲向上のための提案

　　　ウ　事業所の事例紹介

　　　エ　事業所の参加意欲向上のための提案

　　④�　プロジェクトの広報企画及び広報物の作成

　　　ア　全体の構成案

　　　イ　参加意欲向上のための提案

　　　ウ　効果的なPR方法の提案

　　⑤�　会社概要及び関連業務実績

　　　ア　制作実績（自治体広報紙等）

　　　イ　組織体制

　　⑥�　その他評価

　　　ア　新型コロナウイルス感染拡大防止策

　　　イ　提案の表現力・説得力

　　　ウ　提案の独自性

９　関連情報を入手するための照会窓口

　�　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

所在地：�川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエ

ア西館10階

電話番号　　　　044-200-0776

メールアドレス　40kosui@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴�　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵�　契約書作成の要否

　　　要

　⑶�　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。
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　⑷�　業務規模概算額

　　　13,175,250円以下（消費税及び地方消費税を含む）

　⑸�　提出された書類は返却しない。

　⑹�　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　⑺�　提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が

生じると認められる場合は、選定審査委員会におい

てあらかじめ事前評価を行い、企画提案説明書「４　

提案書の提出者の資格⑷」の要件を全て満たしてい

る提案者のみヒアリングによる審査・評価を受ける

ことができるものとします。

　⑻�　当該落札の効果は、令和４年第２回川崎市議会定

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70号

　　　道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の

規定による道路を次のとおり廃止します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和４年１月18日

川崎市長　　福　田　紀　彦

築造主

住所・氏名

川崎市川崎区東田町６-２　ミヤダイビル８F

吉澤邦子　成年後見人　山本友也

道路位置の

地名・地番

川崎市川崎区桜本一丁目 31 番 30 号の一部

別図省略

幅　　員
4.00 メートル

以下余白
延　　長

3.93 メートル

以下余白

川崎市指令ま建指　第 607 号
廃止

年月日
令和４年１月 18 日

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

川崎市公告第71号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月18日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項�

　⑴�　件名�

　　�　川崎区制50周年及び東海道川崎宿起立400年ＰＲ

トートバッグ作成業務委託

　⑵�　�履行場所�

　　�　川崎市川崎区役所まちづくり推進部企画課（川崎

市川崎区東田町８）

　⑶�　�履行期限�

　　�　令和４年３月31日（木）

　⑷�　委託概要

　　�　川崎区制50周年及び東海道川崎宿起立400年をＰ

Ｒするためのトートバッグを作成します。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者であ

ること。

　⑵�　�川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でない者であること。

　⑶�　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「印刷物のデザイン」

で登録している者であること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書等の配布及び提出

　�　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（指定様式）を提出しなければな

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　パレール三井ビル

ディング７階

川崎市川崎区役所まちづくり推進部企画課

担当　西山、髙橋

電話�044－201－3267

　⑵�　配布・提出期間

　　　�令和４年１月18日（火）から令和４年１月24日

（月）まで

　　　�（土曜及び日曜を除く９時～ 12時及び13時～ 17

時）

　⑶�　�提出方法�

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和４年１月25日に確認通知書を交付します。交

付は、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際の

電子メールアドレス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、一般競争入

札参加資格確認申請書に記載の電子メールアドレスに
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配信します。

５　本件に関する問合せ�

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴に同じ�

　⑵�　�受付期限

　　�　令和４年１月26日（水）17時

　⑶�　�問合せ方法�

　　�　指定の「質問書」を持参するものとします。なお、

質問がない場合は、提出の必要はありません。

　⑷�　問合せに対する回答

　　�　問合せの内容とその回答の一覧については、令和

４年１月27日に一般競争入札参加資格確認申請書を

提出した者全て（入札参加資格の有無が「無」の者

は除きます。）に送付します。送付は、川崎市業務

委託有資格業者名簿へ登録した際の電子メールアド

レス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、一般競争入札参加資格

確認申請書に記載の電子メールアドレスに配信しま

す。なお、質問がない場合は送付を行いません。

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場合ま

たは提出書類に虚偽があった場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

７��入札手続等

　⑴�　入札・開札の日時及び場所�

　　ア　入札・開札の日時

　　　　令和４年１月31日（月）10時

　　イ　入札・開札の場所

　　　　川崎区役所７階会議室

　⑵�　入札書の提出方法�

　　�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札

件名が記載された封書に入れて提出してください。

なお、郵送は認められません。

　⑶�　入札方法

　　ア　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス

提供及びサービスの導入に際して必要となる各種

作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま

す。

　　イ　落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10パーセント）を加算した金

額をもって契約金額とします。

　⑷�　入札保証金�

　　�　免除とします。�

　⑸�　落札者の決定方法�

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、その者の入

札価格が著しく低価格であるときは、調査を行うこ

とがあります。

　⑹�　入札の無効�

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。�

８　契約手続等�

　⑴�　契約保証金�

　　�　免除とします。

　⑵�　�契約書の作成�

　　�　契約書の作成を要します。作成及び提出に要する

費用は受注者の負担とします。

９　契約条項を示す場所

　�　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。川崎市契約規則を含む契約関係規

程は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」

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

の「契約関係規程」から閲覧することができます。

10　その他

　⑴�　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、確認通知書を必ず持参し

てください。�

　⑵�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除きます。�

　⑶�　業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託す

ることはできません。�

　⑷�　本業務における一切の成果物は、すべて発注者に

帰属します。�

　⑸�　本業務を遂行する上で知り得た情報については、

市の了承を得ることなく第三者に漏らすことはでき

ません。

　　　───────────────────

川崎市公告第72号

　次の市有財産について、プロポーザル方式による貸付

けを実施します。

　　令和４年１月19日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　一時貸付物件

　⑴�　一時貸付物件は表のとおりです。いずれの住宅に

おいても、事業内容は「コインパーキング、駐車場
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シェアリング※１、カーシェアリング」（以下、「コ

インパーキング等」という）のいずれかとします。

ただし、物件番号１については、住宅ごとにカーシ

ェアリング１区画以上及びＥＶ充電器１基以上の設

置を必須とし、物件番号３については、住宅ごとに

駐車場シェアリング１区画以上の設置を必須としま

す。

物件

番号

住宅

番号

住宅名

（所在地）
事業内容

貸付面積

（㎡）

１

①
宮内市営住宅

（中原区宮内３丁目９）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※２
158.00

②
坂戸市営住宅

（高津区坂戸３丁目 10）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※２
97.25

③
千年新町市営住宅

（高津区千年新町 45）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※２
286.50

④
明石穂市営住宅

（高津区久末 1600）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※２
148.52

⑤
南平市営住宅

（宮前区南平台 16）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※２
105.72

２ ⑥
上平間五瀬淵市営住宅

（中原区上平間 611）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか
122.40

２

⑦
下野毛久保市営住宅

（高津区下野毛２丁目８）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか
128.89

⑧
有馬第１市営住宅

（宮前区東有馬５丁目 20）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか
235.25

⑨
高山市営住宅

（宮前区平２丁目 23）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか
299.00

⑩
京町耐火市営住宅

（川崎区京町３丁目 10）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか
399.17

⑪
久末寺谷市営住宅

（高津区久末 453）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか
155.56

⑫
中野島多摩川市営住宅

（多摩区中野島５丁目２）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか
204.85

３

⑬
藤崎東市営住宅

（川崎区藤崎３丁目２）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※３
56.35

⑭
小倉東市営住宅

（幸区小倉４丁目 13）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※３
125.00

⑮
小倉第４市営住宅

（幸区小倉４丁目５）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※３
101.89

⑯
菅北浦市営住宅

（多摩区菅北浦１丁目８）

コインパーキング、駐車場シェアリング、

カーシェアリングのいずれか※３
96.00

※１　インターネットから事前予約して利用する予約制駐車場

※２　カーシェアリング１区画以上、充電器１基以上を設置するものとします。

※３　駐車場シェアリング１区画以上を設置するものとします。
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　⑵�　物件番号ごと（住宅番号①～⑤及び⑥～⑫並びに

⑬～⑯）に一括して貸付けますので、住宅を任意に

選択することはできません。

　⑶�　貸付面積全体を一括して貸付けますので、区画を

任意に選択することはできません。ただし、区画線

は借受者の費用負担により変更可能であり、現状の

区画数及び形状を変えることができます。

　　�　貸付期間は令和４年４月１日から令和７年３月31

日までの３年間です。

２　応募者の資格要件

　�　次の⑴～⑼に該当する方は、プロポーザルに参加で

きません。

　⑴�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当する者

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中である者

　⑷　国税又は川崎市税の未納がある者

　⑸�　本要項に定める条件及び法令を遵守しない者。ま

た、一時貸付物件において、貸付期間中継続して、

コインパーキング等を運営する資力、能力等を有し

ない者。ただし、コインパーキング等の運営につい

て、借受者が業務の一部を委託することを全面的に

禁じ、全ての業務を借受者が直営で行うことを求め

るものではありません。

　⑹�　過去３か年において、コインパーキング等のう

ち、今回の公募で提案予定の事業の運営をした実績

を有しない者。ただし、業務の一部を委託する場合

においては、借受者又は委託先の事業者がそれらの

実績を有していれば参加することができます。

　⑺�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められる者

　⑻�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がある者

　⑼�　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結している者

３　貸付契約の主な条件

　⑴　貸付契約の内容

　　�　本件一時貸付契約は、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づく

貸付け（賃貸借契約）です。借地借家法（平成３年

法律第90号）の規定の適用はないものとします。

　⑵　貸付期間

　　�　貸付期間は、令和４年４月１日から令和７年３月

31日までの３年間です。駐車機器の設置及び撤去に

かかる期間は貸付期間に含めるものとします。

　⑶　貸付料

　　�　貸付料（年額）は、事業者の提案に基づき、次の

とおり計算し、決定するものとします。

　　�　貸付料（年額）＝提案金額×消費税率（円未満切

捨て）

　　�　貸付料は、市が発行する納入通知書により、毎年

度当初、指定する期日までに納入していただきま

す。

　　�　なお、貸付料は事業内容によらず固定額とし、出

来高払い等による変動はないものとします。

　　※�　取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額

は、消費税法等の規定に従って使用する期間に対

応する税率を適用し、貸付契約を締結した日以後

に税率が変更される場合は、当該税率が適用され

る日以降の貸付料（税込）を変更するものとしま

す。

　⑷　一時貸付物件の用途指定

　　�　一時貸付物件は、前記１⑴に定める事業内容で営

業、運営する用途（以下「指定用途」という。）に

供さなければなりません。指定用途にはその運営に

必要な工作物の設置を含みます。

　　�　なお、工作物の設置について、一時貸付物件外の

敷地が必要な場合は、市と協議の上、原則有償で使

用を許可するものとします。

　⑸　禁止事項

　　�　一時貸付物件について、次の行為をすることはで

きません。

　　ア�　一時貸付物件を指定用途以外の用途に供するこ

と。

　　イ　一時貸付物件に建物を建築すること。

　　ウ　一時貸付物件を第三者に転貸すること。

　　エ�　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定すること。

　　オ�　一時貸付物件において公序良俗に反する行為を

すること。

　⑹　実地調査等

　　�　前記⑷及び⑸の履行を確認するため、市が一時貸

付物件の利用状況等についての実地調査を実施する

とき、又は関係資料の提出を求めたときは、借受者

は必ず市に協力しなければなりません。

　⑺　資料の提出等

　　ア�　借受者は、毎月１回、次の資料を電子データで

提出していただきます。

　　　ア　事故等のトラブル
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　　　　�　ただし、事故等のトラブルが発生した際に

は、毎月の報告とは別に、速やかに市に報告を

行っていただきます。

　　　イ�　コインパーキング、駐車場シェアリング、カ

ーシェアリングそれぞれについての利用台数及

び稼働率等の利用状況（日別・駐車場別）

　　イ�　借受者は、毎年１回、コインパーキング等の利

用状況、管理運営状況等を記載した事業報告書を

作成し、各年度終了後速やかに、市に提出するも

のとします。なお、市はこれを公表できるものと

します。

　　ウ�　借受者は、市からの要請を受けた場合には、入

居者及び近隣住民への説明会等に同席し、必要に

応じて資料の作成及び説明を行うものとします。

　　エ�　川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１

号）に基づく開示請求又は市議会からの要請を受

けた場合には、借受者は市に協力するよう努める

ものとします。

　　オ�　市が、債権の保全上必要があると認めるとき、

又は第三者に一時貸付物件を転貸している疑いが

ある場合等において確認の必要があると認めると

きは、市は借受者に対してその参考となるべき資

料の提出又は報告を求めることができるものとし

ます。

　⑻　違約金

　　�　前記⑷～⑹又は⑺ア、イ、オの条件に違反した場

合には、「貸付料（総額）」（各年度の貸付料（年

額）の合計額）の100分の30に相当する額を違約金

として市に支払わなければなりません。

　⑼　一時貸付物件の引渡しと返還

　　�　一時貸付物件は貸付期間の初日に現況有姿の状態

で引渡します。返還にあたり、借受者は引渡し時点

と同じ原状に回復しなければなりません。ただし、

貸付期間の満了前に、次の期間も引き続き同じ一時

貸付物件を使用できることが明らかになったとき

は、当該一時貸付物件を原状に回復することなく、

引き続き使用することができます。

　　�　借受者が次の貸付期間における借受者（以下「次

期借受者」という。）と異なる場合は、必要に応じ

て、次の貸付期間の契約締結後速やかに市、借受者

及び次期借受者と当該一時貸付物件の原状回復に関

する協議を行うものとします。

　　�　また、一時貸付物件の引渡し後に借受者が埋設物

の施工や工作物の設置を行った場合は、市の指示に

より、速やかに埋設物の施工、工作物の設置に関す

る図面、写真等の土地利用状況に関する書類を提出

するものとします。

４　応募の手続き等

　⑴　応募の手続き

　　ア�　公募要項の配布：令和４年１月19日（水）から

１月28日（金）まで（土曜日、日曜日を除く。）

　　　�　公募要項は、川崎市ホームページの貸付募集案

内（令和３年度）ページ（https://www.city.

kawasaki.jp/230/page/0000128500.html）におい

て、ダウンロードできます。

　　　�　また、市営住宅管理課（応募申込書類等提出

先）においても配布します。

　　イ　�応募申込：令和４年１月24日（月）から１月28

日（金）まで

　　　　�応募者は、応募申込書類を提出先に直接お持ち

ください。郵送による応募申込の受付は行って

おりません。

　　　　�また、申込前に、必ず貸付等対象物件と関係法

令を確認してください。現地調査を行う場合

は、事前に市営住宅管理課まで御連絡くださ

い。

　　ウ　提出期間

　　　　�令和４年１月24日（月）から１月28日（金）ま

で

　　　　受付時間　午前９時から午後４時まで

　　　　（正午から午後１時までを除く。）

　　エ　提出先

　　　　�川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課　

電話　044-200-2951(直通)

　　　　�川崎市川崎区宮本町６番地（明治安田生命川崎

ビル６階）　

　⑵�　質疑書の受付：令和４年１月31日（月）から２月

４日（金）まで

　　�　この要項に関する質疑は、質疑書により受け付け

ます。

　　�　質疑書を提出できる者は応募申込者に限り、提出

方法については、FAX又はEメールでお願いします。

送信後は、電話で質疑書送信の旨を連絡してくださ

い。

　⑶　質疑書に対する回答

　　�　令和４年２月８日（火）までに、FAX又はEメール

にて全ての質疑書に対する回答を、応募者全員に回

答します。（質疑書提出者が特定されると思われる

情報は公開いたしません。）

　⑷�　企画提案書類の提出：令和４年２月９日（水）か

ら２月18日（金）まで

　　�　企画提案書類を提出先に直接お持ちください。郵

送による提出は受付けません。また、企画提案書類

を提出できる者は応募申込者に限ります。

　　�　なお、応募申込者から所定期間内に提出がない場

合は、応募を辞退したものとみなします。
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５　借受予定者の選定等

　⑴　借受予定者の選定方法

　　�　市において企画内容や実施能力等を審査し、総合

的に判断の上、応募者の中から借受予定者及び次点

者を決定します。（評価内容により次点者を定めな

いことがあります。）

　⑵　審査の実施

　　�　提出書類の内容に基づき市が審査を実施します。

　　�　なお、企画提案書類の内容について、市から事前

に質問する場合があります。その場合は、速やかに

書面で回答してください。

　⑶　審査項目

　　�　事業主体の適格性、事業計画の妥当性、借受条件

の優位性について審査します。

　⑷　失格要件

　　�　次の失格要件に該当すると認められる場合は、審

査の上、失格とします。

　　ア�　本要項の定める応募資格要件を満たしていない

場合

　　イ�　企画提案書類が、本要項の示す要件を満たして

いない場合

　　ウ�　企画提案書類に虚偽の記載があることが判明し

た場合

　⑸�　借受予定者の決定時期並びに審査結果の通知及び

公表

　　�　借受予定者は、令和４年３月上旬に決定する予定

です。審査結果は応募者全員に文書で通知します

が、審査結果や内容に関するお問い合わせには応じ

られません。

　　�　なお、決定した借受予定者等については公表する

予定です。

　⑹　借受予定者の決定の取消し

　　�　次の場合には、借受予定者としての決定を取り消

します。

　　ア�　借受予定者の決定から契約締結までの間に、借

受予定者について資金事情の変化等によりコイン

パーキング等の運営実施の履行が確実でないと市

が判断した場合

　　イ�　著しく社会的信用を失墜する等により、借受予

定者として相応しくないと市が判断した場合

　　ウ�　借受予定者が本要項に定める応募者の資格要件

に適合しなくなった場合

６　契約締結

　⑴　契約の締結

　　�　市と借受予定者は令和４年３月中旬以降に契約を

締結します。借受予定者の企画提案書類の内容を反

映させる目的で、契約締結にあたり契約書(案)及び

特記仕様書(案)の補正等を行う場合があります。

　　�　本件契約に貼付する収入印紙及び本件契約締結に

関して必要な費用は、借受者の負担となります。

　　�　なお、借受予定者が本件契約を締結しない場合、

借受予定者としての決定は無効となります。また、

川崎市契約規則第２条に基づき、今後３年間、川崎

市の一般競争入札に参加することができなくなるこ

とがあります。

　⑵　契約保証金

　　ア�　本件契約締結日までに契約保証金として、貸付

料（月額）の13か月分相当の額に貸付地の原状回

復に係る費用等の概算額を加えた額と比して、契

約上の義務の履行を確保するために十分な額を納

入していただきます。（「原状回復に係る費用等

の概算額」は、借受者決定後、契約までに具体的

な金額を決定する予定です）

　　イ�　契約保証金は本件契約期間が満了したとき、貸

付物件の原状回復を確認後、借受者の請求に基づ

き利息を付さずに返還します。

　　ウ�　借受者が本件契約上の義務を履行しないとき

は、市は本件契約を解除し、納付された契約保証

金は市に帰属することになります。

７　その他

　⑴　詳細は公募要項を御覧ください。

　⑵�　事情により予告なく公募を取り止める場合があり

ます。

　⑶�　本要項に定めるもののほか、地方自治法、地方自

治法施行令、川崎市財産規則、川崎市契約規則、そ

の他関係法令等の定めるところによります。

　⑷�　公募要項に関するお問い合わせ先は、前記４⑴に

同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第 73 号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和　４年　１月 19 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 中原生活環境事業所冷暖房設備補修工事

履行場所 川崎市中原区中丸子 155 －１

履行期間 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　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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「空調・衛生」種目「冷暖房設備」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�　管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「管」）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　４年　２月　９日　14 時　30 分�（財政局資産管理部契約課建築契約係）�

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他

　本工事請負契約については、工期を変更（令和５年３月 31 日限り）することがあります。この場合、

工期の変更には令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　名 多摩区内道路補修（緊急 22 －１）工事

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和４年 10 月 31 日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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�　川崎市多摩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」で登録されていること。
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参 加 資 格

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　４年　２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 詳細は、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 麻生区内道路補修（緊急 22 －１）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和４年 10 月 31 日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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」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　４年　２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
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入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　名 高津区内道路補修（緊急 22 －１）工事

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和４年 10 月 31 日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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」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　４年　２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 詳細は、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 宮前区内道路補修（緊急 22 －１）工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和４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　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
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　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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�　川崎市宮前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」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　４年　２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 詳細は、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 生田根岸跨線橋（本線）橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市多摩区枡形４丁目５番地先

履行期間 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　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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」で登録されていること。

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

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

者であること。

⑻�　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼�　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。

⑽�　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。
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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。

　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、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

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　４年　２月　15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

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

本工事は、工期を変更（令和４年９月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には令

和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　名 下島橋橋りょう長寿命化修繕工事

履行場所 川崎市多摩区菅１丁目 14 番地先

履行期間 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　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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」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。）。
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　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。

　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、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ

の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

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　４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

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

本工事は、工期を変更（令和４年９月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には令

和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　名 高津区内主要地方道鶴見溝ノ口電線共同溝整備工事

履行場所 川崎市高津区溝口３丁目 10 番地先

履行期間 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　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

　ア　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。

　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

　　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システム

による申込ができません。

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　４年　２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。
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そ の 他

詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

本工事は、工期を変更（令和４年８月31日限り）することがあります。この場合、工期

の変更には令和４年第２回川崎市議会定例会における、繰越明許の予算の議決を要します。

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

川崎市公告第74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４年１月19日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度汚泥処分業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市近郊

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　概要

　　�　給食室内部の排水管から学校敷地内の最終排水管

（埋設管）までの排水導入管内部や、最終枡及びグ

リストラップ又は排水槽内部の洗浄の際に排出され

た汚泥やグリス等の処分業務を委託する。

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業者委

託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種

目「産業廃棄物処分業」で登載されていること。

　⑶�　処分場所の自治体における、産業廃棄物処分業の

「汚泥」及び「廃油」の処分業務許可を有している

こと。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸�　川崎市又は横浜市、東京都区内に中間処理又は最

終処分場所があること。

３　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴�　窓口での閲覧の場合

　　ア　閲覧場所　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町

６番地

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推

進室〔小学校給食〕　担当　井上

　　イ　閲覧期間　�令和４年１月19日（水）～令和４年

１月26日（水）

（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）

午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時

　⑵�　インターネットでの閲覧の場合

　　ア　閲覧場所　�川崎市教育委員会ホームページの

「令和４年度汚泥処分業務委託受託

事業者公募」（アドレス　https://

www.city.kawasaki.jp/880/

page/0000129828.html）

　　イ　閲覧期間　�令和４年１月19日（水）午前９時～

令和４年１月26日（水）午後５時

４�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　�　また、提出された競争参加申込書等を審査した結

果、当該業務の入札に参加することが認められた者に

限り、入札に参加することができます。

　⑴　配布、提出場所及び問い合わせ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　明治

安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室〔小学校

給食〕　担当　井上

電　話：044－200－3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ

さい。）

　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと

おり、インターネットからダウンロードすることが

できます。

　⑵�　提出期間

　　�　上記３⑴イに同じ。ただし、書留郵便による場合

は、令和４年１月26日（水）まで必着とします。

　⑶�　提出書類

　　ア　競争参加申込書

　　　�　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき

ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に

配布します。

　　イ�　処分場所の自治体における産業廃棄物処分業許
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可証の写し

　　　�　「汚泥」及び「廃油」の処分業務許可が分かる

ものを提出してください。

　　　�　中間処理施設を有している場合は、中間処理施

設の産業廃棄物処分業許可証の写しも提出してく

ださい。

　　　�　許可証の更新手続きをしている場合は、更新手

続きに関する書類の写しを提出してください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参又は書留郵便にて提出してください。

　⑸�　その他

　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ�　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。

５　資料の縦覧

　　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。

６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付�

　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込

書等を提出した者に、令和４年１月28日（金）までに

送付します。

　⑴�　「令和３・４年度川崎市業者委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７　仕様に関する問合せ先�

　⑴�　質問

　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　�　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込みを済

ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回

答しませんので御注意ください。

　　ア　問合せ先�

　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事

項を記入し、４⑴の場所へ持参又は４⑴の連絡先

へ電子メール若しくはＦＡＸで送付してください。

　　　�　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、イン

ターネットからダウンロードすることができます。

　　イ　質問受付期間�

　　　�　令和４年１月28日（金）～令和４年２月２日（水）

　　　�　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）

　　　�　午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時

　⑵�　回答�

　　ア　回答予定日　令和４年２月７日（月）まで

　　イ　回答方法

　　　�　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイル

にし、競争入札参加資格があると認められた入札

参加者に対して電子メール又はＦＡＸで回答しま

す。質問がなかった場合には、連絡はいたしませ

ん。なお、回答後の再質問は受け付けません。

８　一般競争入札参加資格の喪失�

　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。�

　⑵�　一般競争入札参加資格申請について、虚偽の申請

をしたとき。

９　入札の手続等�

　⑴�　入札･開札の場所及び日時�

　　ア　日時　令和４年２月９日（水）午前10時�

　　イ　場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３　第４庁舎

４階第１会議室�

　⑵�　入札の方法・金額等�

　　ア�　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、委任状の

提出、及び入札書の代表者名の下部に代理人氏名

の記載と代理人の押印（委任状に押印したものと

同じ印鑑）が必要です。また、入札書には、住所、

商号又は名称、代表者の役職及び氏名を明示し、

本市の業者登録に使用した印鑑による押印及び封

印をしてください。�

　　イ�　入札は、１ｍ３あたりの単価（税抜）を入札金

額として行います。なお、この金額には契約期間

内のサービス提供及びサービス導入に際して必要

となる各種作業等に係る一切の費用を含め見積る

ものとします。�

　⑶�　入札保証金�

　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷�　落札者の決定方法�

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

効な入札をした者を落札者とします。�

　⑸�　入札の無効�

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無

効とします。�

　⑹�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を

受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり

ません。

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。�

　⑺�　再度入札の実施�

　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10�契約手続等�

　⑴�　契約保証金

　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否�

　　�　必要とします。�

　⑶�　契約条項等の閲覧�

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://

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

関係規定において閲覧することができます。�

11　その他

　⑴�　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。�

　⑵�　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。�

　⑶�　その他問合せ窓口は４⑴に同じです。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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75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４年１月19日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　�件名

　　�　令和４年度検便検査業務委託

　⑵�　履行場所

　　　川崎市立学校、教育委員会事務局他

　⑶�　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　概要

　　�　検便検査の実施、検査容器・提出用袋・検査説明

書等の送付、検査結果成績書の作成等の一連の検便

検査業務を委託する。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　�川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）

第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿」に業種「医療関連業務」・種目

「衛生検査」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　神奈川県又は東京都内に検査場所があること。

３　仕様書等の閲覧

　�　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴�　�窓口での閲覧の場合

　　ア　閲覧場所　�〒210－0004　川崎市川崎区宮本町

６番地

明治安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推

進室小学校給食　井上担当

　　イ　閲覧期間　�令和４年１月19日（水）～令和４年

１月26日（水）

（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）

午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時00分

　⑵�　インターネットでの閲覧の場合

　　ア　閲覧場所　�川崎市教育委員会ホームページ「令

和４年度検便検査業務委託受託事業

者 募 集 に つ い て 」（ ア ド レ ス　
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https://www.city.kawasaki.

jp/880/page/0000123263.html）

　　イ　閲覧期間　�令和４年１月19日（水）～令和４年

１月26日（水）

４�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合

せ先

　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参

加申込書を提出しなければなりません。

　�　また、提出された競争参加申込書等を審査した結

果、当該業務の入札に参加することが認められた者に

限り、入札に参加することができます。

　⑴�　配布、提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　明治

安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室小学校給

食　井上担当

電　話：044－200－3894（直通）

ＦＡＸ：044－200－1810

E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信

する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ

さい。）

　　�　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと

おり、インターネットからダウンロードすることが

できます。

　⑵�　提出期間

　　�　上記３⑴イに同じ。ただし、書留郵便による場合

は、令和４年１月26日（水）まで必着とします。

　⑶�　提出書類

　　�　競争参加申込書

　　�　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウン

ロードすることができます。ダウンロードできない

場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に配布し

ます。

　⑷�　提出方法

　　�　持参又は書留郵便とします。

　⑸�　その他

　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。

　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。

　　ウ�　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。

５　資料の縦覧

　　３⑴�アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。

６　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付

　�　一般競争入札参加資格確認通知書・入札見積書・入

札内訳書は、競争参加申込書等を提出した者に令和４

年１月28日（金）までに送付します。

　⑴�　「令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名

簿」に電子メールアドレスを登録している場合は、

電子メールにて送付。

　⑵�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ

ＡＸにより送付。

７　仕様に関する問合せ先�

　⑴�　�質問

　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。なお、仕様書の内容以外についての質問

は受け付けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込みを済

ませた方に限ります。また、入札参加者以外へは回

答しませんので御注意ください。

　　ア　問合せ先�

　　　�　上記４⑴まで入札説明書に添付の「質問書」の

様式に必要事項を記入し、持参、電子メール又は

ＦＡＸで送付してください。また、電子メール又

はＦＡＸで質問をする場合は、質問書を送信した

旨を担当まで御連絡ください。電話等による問合

せには一切応じません。

　　　�　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、イン

ターネットからダウンロードすることができます。

　　イ　質問受付期間�

　　　�　令和４年１月28日（金）～令和４年２月２日

（水）�

　　　�　（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉庁日を除く。）

　　　�　午前８時30分～正午、午後１時00分～午後５時

00分

　⑵�　回答�

　　ア　回答予定日　令和４年２月７日（月）まで

　　イ　回答方法

　　　�　入札参加者から質問があった場合、全ての質問

及び回答を一覧表にした回答書を電子ファイルに

し、競争入札参加資格があると認められた入札参

加者に対して電子メール又はＦＡＸで送付しま

す。質問がなかった場合には、連絡はいたしませ

ん。なお、回答後に再質問は受け付けません。

８　一般競争入札参加資格の喪失�

　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず

れかに該当するときは、この入札に参加することがで

きません。

　⑴�　�この公告に定める資格条件を満たさなくなった

とき。�

　⑵�　一般競争入札参加資格申請について、虚偽の申請

をしたとき。

９　入札の手続等�

　⑴�　�入札、開札の場所及び日時�

　　ア　日時　令和４年２月９日（水）午前11時00分�
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　　イ　場所　�川崎区宮本町３番地３　第４庁舎４階第

１会議室

　⑵�　入札の方法、金額等�

　　ア�　所定の入札見積書及び入札内訳書により入札し

てください。

　　　�　代表者以外の方が代理で入札する場合には、委

任状の提出、及び入札見積書・入札内訳書に代理

人氏名の記載と代理人の押印（委任状に押印した

ものと同じもの印鑑）が必要です。また、入札見

積書・入札内訳書には、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をしてください。

　　イ�　入札見積書の入札金額は、「赤痢菌、サルモネ

ラ菌、腸管出血性大腸菌血清型Ｏ157検査」及び

「ノロウイルス検査」の単価に、想定件数を乗じ

た金額を記載してください。なお、計算方法は次

のとおりとします。�

　　　�　（「赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌

血清型Ｏ157検査」の見積単価×想定件数）＋

（「ノロウイルス検査」×想定件数）�

　　　※�　消費税及び地方消費税を含まない金額を記載

してください。�

　　　※�　※想定件数はあくまで想定であり、当該件数

を保証するものではありません。

　　　※�　各検査項目の見積単価には、契約期間内の

サービス提供及びサービス導入に際して必要と

なる各種作業等に係る一切の費用を含め見積る

ものとします。�

　⑶�　入札保証金�

　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。�

　⑷�　落札者の決定方法�

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。�

　⑸�　入札の無効�

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無

効とします。�

　⑹�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項�

　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし

ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関

する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を

受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり

ません。�

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入

札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり

ますので、必ず持参してください。�

　⑺�　再度入札の実施�

　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10　契約手続き等�

　⑴�　�契約保証金�

　　�　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除

します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否�

　　�　必要とします。�

　⑶�　契約条項等の閲覧�

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://

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

関係規定において閲覧することができます。�

11　その他�

　⑴�　�この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条

例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得

の定めるところによります。�

　⑵�　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。�

　⑶�　その他問合せ窓口は４　⑴�　に同じです。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第76号

　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４年１月20日
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川崎市長　福　田　紀　彦

１　プロポーザルに付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度地域コーディネーター研修業務委託

　⑵�　業務概要

　　�　本委託は、川崎市総合計画、行財政改革プログラ

ム、区役所改革の基本方針、協働・連携の基本方針、

地域包括ケアシステム推進ビジョン、及びこれから

のコミュニティ施策の基本的考え方等を踏まえ、現

在の少子高齢社会や将来の人口減少社会を見据えた

地域のつながりやコミュニティづくりに向け、地域

のことをよく知り、地域をコーディネートする能力

や協働のマインドを持つ職員の育成を図ることを目

的として、区役所職員等を対象に研修を行うもので

ある。

　⑶�　履行期間

　　�　契約日から令和５年３月31日(金)まで

　⑷�　業務規模概算額

　　�　3,074,231円�（消費税額及び地方消費税額を含ま

ない）

２　プロポーザル参加資格

　�　このプロポーザルに参加を希望するものは、次の条

件を全て満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種・業種名「99その他業務」に登載されているこ

と。

　⑷�　川崎市または他自治体で、地域コミュニティの形

成支援に関する業務の実績を過去３年間に１件以上

有すること。

３　提案内容の評価基準

評価項目 配点

１．企画力 40

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

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

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

⑷ 提案内容に独自の工夫がある 10

２．専門的知識・技術 20

⑴ わかりやすいプレゼンテーションであり、高い説明能力が認められる 10

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

⑶ 本事業の様子を広く周知し、参加者以外の興味を惹く能力が認められる ５

３．業務への積極性 15

⑴ 仕様書に記述されている水準をクリアしている ５

⑵ 仕様書に記述されている水準以上の提案（上積み）がある ５

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

４．事業実施体制 10

⑴ 事業実施に必要なスタッフ体制が確保されている ５

⑵ 事業実施スケジュールや計画に無理が無い。 ５

５．費用対効果・実績評価 15

⑴ 企画提案に見合った適正な見積金額であると認められる。 ５

⑵ 契約後、契約変更や追加業務の発生が懸念される提案にはなっていない。 ５

⑶ 他の自治体や会社等での実績が十分と判断できる。 ５

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

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

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

ます。
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４　担当部署

部署・担当者名 市民文化局コミュニティ推進部区政推進課　小澤・横山

所在地 〒 210-0007　川崎市川崎区駅前本町 11 －２　川崎フロンティアビル７階

電話番号 044-200-2357

電子メール 25kusei@city.kawasaki.jp

受付時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分（閉庁日及び正午～午後１時を除く）

５　参加意向申出書の提出

　�　令和４年２月２日（水）までに、２⑷の参加資格を

満たしていることが分かる書類（企業名が入った制作

物等）と一緒に担当部署に原則、郵送（持参も可）し

てください。

　※�　郵送の場合は、書留郵便等の配達した記録が残る

もので必着

６　提案資格確認結果通知書の交付

　�　資格の有無を確認後、令和４年２月３日（木）に電

子メールで「提案資格確認結果通知書」を送付します。

　※�　「提案資格なし」との通知を受け取った場合、通

知を受け取った日から７日以内に書面によりその理

由の説明を求めることができます

７　仕様書に関する質問

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年１月20日(木) ～令和４年１月31日(月)�

　⑵�　質問受付方法

　　�　電子メールにより受け付けます。電子メールアド

レス�25kusei@city.kawasaki.jp

　⑶�　回答方法

　　�　令和４年２月３日(木)までにすべての提案者に対

して電子メールで送付します。

８　企画提案書の提出

必要書類

①�　企画提案書：当該業務の企画提案内容

を記載

②�　見積書：積算根拠がわかるよう内訳を

記載

　※　いずれも様式自由

提出部数 各 10 部

提出方法

原則、郵送（持参も可）

　※�　郵送の場合は書留郵便等の配達した

記録が残るもの

提出期限 令和４年２月 16 日（水）　※当日必着

９　企画提案審査会

日時 令和４年２月 28 日（月）午前中

開催方法

オンライン（zoom 使用予定）開催とします。

※�　アカウント情報、アクセス時間等は２

月３日（木）に送付する提案資格確認結

果通知書と共にお知らせします。

開催方法

※�　企画提案審査会に参加するにあたり、

参加者側の環境整備・機器等は参加者側

でご準備ください。

内容

説明 30 分以内（質疑応答 10 分）を含む

※�　契約後に本業務に携わる人が企画提案

書の作成及びプレゼンテーションに参加

してください。なお、出席者は２名以内

とします。

企画提案

の評価

「⑵選定評価基準」を基に項目ごとに数値

化して採点し、合計点が最も高い者を選定

業者とします。「⑵選定評価基準」の評価

項目を参考にして、プレゼンテーションを

行ってください。

10　その他

　⑴�　使用する言語は日本語、通貨は日本円とします

　⑵�　契約書作成は必要とします

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は「４　担当

部署」と同じです

　⑷�　提出書類は返却しません

　⑸�　関係書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の

負担とします

　⑹�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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77号

　新ＹＡＣ川崎増築計画に係る条例環境影響評価方法書

について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条

例第48号）第10条の規定に基づく条例環境影響評価方法

書の提出がありましたので、同条例第11規定の基づき、

その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規則

（平成12年川崎市規則第106号）第11条で定める事項に

ついて次のとおり公告します。

　　令和４年１月21日

川崎市長　福　田　紀　彦

条例環境影響評価方法書について

１　指定開発行為者

　　所在地：東京都新宿区新宿５丁目３番１号

　　名　称：株式会社ヨドバシカメラ
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　名 渋川橋橋りょう長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市中原区木月４丁目 49 番地先

履行期間 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業種「建設コンサルタント」

　　種目「鋼構造及びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）、ＲＣＣＭの「鋼

構造及びコンクリート」部門のいずれかの資格を有する者。なお、管理技術者と照査技術者は

兼務できない。

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４年２月 22 日 14 時 30 分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

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

　　代表者：代表取締役　藤沢　和則

２　指定開発行為の名称及び種類

　⑴�　名称

　　　新ＹＡＣ川崎増築計画

　⑵�　種類

　　　大規模建築物の新設（第１種行為）

３　指定開発行為を実施する区域

　　神奈川県川崎市川崎区殿町３丁目25番15

４　指定開発行為の目的及び内容

　⑴�　目的

　　　既設の物流施設の機能拡大のための増築

　⑵�　内容

　　　延べ面積：166,879㎡

５　指定開発行為の施行期間

　　令和５年１月（着工予定）、令和６年９月（完了予定）

６　条例環境影響評価方法書の要旨

　　第１章　指定開発行為の概要

　　第２章　�計画地及びその周辺地域の概況並びに環境

の特性

　　第３章　環境影響評価項目の選定等

　　第４章　環境影響評価の調査、予測及び評価の手法

　　第５章　関係地域の範囲

　　第６章　その他

７�　条例環境影響評価方法書の写しの縦覧の期間、場所

及び時間

　⑴�　期間

　　�　令和４年１月21日（金）から令和４年３月７日

（月）まで

　　�　土曜日、日曜日及び祝日は除く。

　⑵�　場所

　　�　川崎区役所（３階市政資料コーナー）、大師支所

（２階資料閲覧コーナー）

　　�　環境局環境対策部環境評価課（市役所第３庁舎15

階）

　⑶�　時間

　　�　午前８時30分から午後５時まで

　　　───────────────────

川崎市公告第78号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月21日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　名 市道塩浜 26 号線道路詳細設計委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３丁目 15 番地先

履行期間 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�　管理技術者及び照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：道路）、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。

　　なお、管理技術者又は照査技術者のどちらかは技術士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４年２月 22 日 14 時 30 分�（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

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

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

川崎市公告第79号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月21日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　名 教育文化会館清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区富士見２－１－３

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

業者であること。

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

登録されている者。

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

注する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）

を平成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履

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

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

めるものとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

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

・詳細は、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４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決

を要します。

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

託契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　名 川崎区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区東田町８

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 浮島処理センター清掃業務委託ほか（３件の合併入札）

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　名 消防局総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区南町20－７

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 幸区役所庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　名 幸市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区戸手本町１－11－２

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 看護大学清掃業務委託

履行場所 川崎市幸区小倉４－30－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３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
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参 加 資 格 　のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　名 中原区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３丁目245番地

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　名 中原市民館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区新丸子東３丁目1100番地12

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３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

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

とする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 中原図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区小杉町３－1301

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。
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参 加 資 格

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　名 総合教育センター清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口６－９－３

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

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

・詳細は、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４年第２回川崎市議会定例会における、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 宮前区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－５

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　名 宮前市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－４

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。
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参 加 資 格

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 中央卸売市場北部市場建物清掃業務委託ほか（２件の合併入札）

履行場所 川崎市宮前区水沢１－１－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します
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そ　の　他

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に

付する事項

件　　名 多摩区総合庁舎清掃業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸1775番地１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

であること。

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

録されている者。

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

る事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平成29

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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行期

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

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

る。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件16）

競争入札に

付する事項

件　　名 麻生市民館・図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－２

履行期間 令和４年４月１日から令和５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。
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参 加 資 格

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

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

者であること。

⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 麻生区役所清掃業務委託

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

　のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

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

・詳細は、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４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件18）

競争入札に

付する事項

件　　名 高津図書館清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口４－16－３

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 高津市民館専用部清掃業務委託

履行場所 川崎市高津区溝口１－４－１

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者。
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参 加 資 格

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御覧ください。

（案件20）

競争入札に

付する事項

件　　名 動物愛護センター清掃業務委託�

履行場所 川崎市中原区上平間1700番地８

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 プラザ橘清掃業務委託ほか（２件の合併入札）�

履行場所 川崎市高津区久末2012－１ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、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 宮前消防署清掃業務委託ほか（３件の合併入札）

履行場所 川崎市宮前区宮前平２－20－４ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５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。
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参 加 資 格

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

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

者であること。

⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件23）

競争入札に

付する事項

件　　名 中部リハビリテーションセンター清掃業務委託

履行場所 川崎市中原区井田３丁目16番１号

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

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

・詳細は、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４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件24）

競争入札に

付する事項

件　　名 川崎区役所田島支所清掃業務委託

履行場所 川崎市川崎区鋼管通２－３－７

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

（案件25）

競争入札に

付する事項

件　　名 麻生消防署清掃業務委託ほか（３件の合併入札）

履行場所 川崎市麻生区万福寺１－５－４ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

録されている者。
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参 加 資 格

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

する事務室等の建物における清掃業務を、１年以上継続して履行した実績（元請けに限る）を平

成29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３年４月１日以降に本市と契約を締結した履行

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

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

のとする。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年２月24日14時30分　（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

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

川崎市公告第80号

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18

条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めましたので、同法第19条の規定により公告します。

　　令和４年１月21日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　各筆明細

�

２　共通事項

　�　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定

される利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、

次に定めるところによる。

　⑴�　借賃の支払猶予

　　�　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、

利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が

災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期

限までに借賃の支払をすることができない場合に

は、相当と認められる期日までにその支払を猶予す

る。

　⑵�　借賃の減額

　　�　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農

地である場合で、１の各筆明細に定められた借賃の

額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない

収益となったときは、民法第609条（明治29年法律

第89号）によりその収益の額に至るまで、乙は甲に

対し借賃の減額を請求することができる。減額され

るべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、

その協議が調わないときは、川崎市農業委員会が認

定した額とする。

　⑶�　解約に当たっての相手方の同意

　　�　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続

期間の中途において解約しようとする場合は、相手

方の同意を得るものとする。

　⑷�　転貸又は譲渡

　　�　乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得な

ければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはな
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らない。

　⑸�　修繕及び改良

　　ア　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た目的物の損耗について、自らの費用と責任にお

いて修繕する。ただし、緊急を要するときその他

甲において修繕することができない場合で甲の同

意があったときは、乙が修繕することができる。

この場合において乙が修繕の費用を支出したとき

は、甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うこと

ができる。ただし、その改良が軽微である場合に

は甲の同意を要しない。

　⑹�　租税公課の負担

　　ア　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税

を負担する。

　　イ　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和22年

法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金を負

担する。

　　ウ　目的物に係る土地改良区の賦課金については、

甲及び乙が別途協議するところにより負担する。

　⑺�　目的物の返還

　　ア　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、そ

の満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を

原状に回復して返還する。ただし、災害その他の

不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又

は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更

については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　　イ　乙は、目的物の改良のために支出した有益費に

ついては、その返還時に増価額が現存している場

合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は

増価額（土地改良法（昭和24年法律第195号）に

基づく土地改良事業により支出した有益費につい

ては、増価額）の償還を請求することができる。

　　ウ　イにより有益費の償還請求があった場合におい

て甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わ

ないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認

定した額を、その費やした金額又は増価額とする。

　　エ　乙は、イによる場合その他法令による権利の行

使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目

のいかんを問わず返還の代償を請求してはならな

い。

　⑻�　利用権に関する事項の変更の禁止

　　�　甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めると

ころにより設定される利用権に関する事項は変更し

ないものとする。ただし、甲、乙、川崎市農業委員

会及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認めら

れる場合は、この限りでない。

　⑼�　利用権取得者の責務

　　�　乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに

従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければな

らない。

　⑽�　その他

　　�　この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農

用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、

乙、川崎市農業委員会及び市が協議して定める。

２－２　特記事項

　⑴�　解除条件

　　�　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事（平成12年６月１日付け農林水産事

務次官通知（12構改B第404号）、農地法関係事務に

係る処理基準第３の５の⑵に規定する年間150日以

上）と認められない者になった場合に、農用地を適

正に利用していないと認められるときは賃貸借又は

使用貸借を解除する。

　　�　上記により解除するときは、農業経営基盤の強化

の促進に関する基本的な構想（平成26年９月、川崎

市）第５―３―⑶　農用地利用集積計画の取消し等

によるものとする。

　⑵�　農用地の利用状況についての報告義務

　　�　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受

けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農

作業に常時従事と認められない者になった場合に、

農業経営基盤強化促進法第18条第２項第７号及び同

法施行規則第16条の２に規定する農用地の利用状況

についての報告を市長にしなければならない。

　　　───────────────────

川崎市公告第81号

　「川崎市消費生活相談員業務委託（令和４～６年度）」

実施に関する企画提案の実施について、次のとおり公告

します。

　　令和４年１月21日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　公募型企画提案に関する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎市消費生活相談員業務委託（令和４～６年度）

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市消費者行政センター及び中原・高津・多摩

区役所ほか

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和７年３月31日まで

　⑷�　業務内容

　　�　仕様書のとおり

２　提案書の提出者の資格

　�　次の条件をすべて満たしていること

　⑴�　特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一
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般財団法人その他本業務に関する知見を有する者

　⑵�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更

正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始

の申立がなされていない者

　⑶�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でない者

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑸�　当該契約年度の川崎市業務委託有資格業者名簿に

おいて、『業種「99　その他」』に登録がある者（当

該登録がない場合は、提出書類を確認し、同様の資

格があると認める場合に要件を満たす者とする）

　⑹�　団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及

び地方消費税を滞納していない者

　⑺�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配

法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することの

ない者

　⑻�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな

い者

３　提案者を特定するための評価基準

　⑴�　企画提案の視点・内容

　⑵�　事業執行体制

　⑶�　企画内容（工夫）

　⑷�　事業効率性

４　担当部局

　�　川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11- ２　

川崎フロンティアビル10階

電話：044-200-2263　FAX：044-244-6099

メールアドレス：28syohi@city.kawasaki.jp

５　公募要領の公表の時期

　　令和４年１月21日（金）

６　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法

　⑴�　期　　間：�令和４年１月21日（金）～２月10日

（木）12時

　⑵�　受付場所：�４と同じ

　⑶�　提出方法：�４の担当部局へ持参、郵送又は電子

メール送付

　　　　　　　　※�　郵送の場合も期間最終日12時まで

に必着のこと

　⑷�　提出書類

　　ア　参加意向申出書　１部

　　イ　誓約書　１部

　　ウ　団体概要　１部

　　エ　事業実施体制・主な事業実績　１部

７　企画提案書の受付期間、場所及び方法

　⑴�　期　　間：�令和４年２月15日（火）～２月24日

（木）12時

　⑵�　提出場所：４と同じ

　⑶�　提出方法：４の担当部局へ持参又は郵送

　　　※郵送の場合も期間最終日12時までに必着のこと

　⑷�　提出書類

　　ア　企画提案書　７部

　　イ　見積書　７部

　　ウ　団体概要　７部

　　エ　事業実施体制・主な事業実績　７部

　　オ　定款及び直近の決算書２期分　１部

８　企画提案書に使用する言語及び通貨

　⑴�　言　　語：日本語

　⑵�　通　　貨：日本国通貨

９　契約書の作成の要否

　　要する

10　関連情報を入手するための照会窓口

　　４と同じ

11　その他必要と認める事項

　⑴�　業務規模概算額　

　　　　　１年目　　　71,000千円（税込）

　　　　　２年目　　　71,000千円（税込）

　　　　　３年目　　　71,000千円（税込）

　　　　　総額　　　�213,000千円（税込）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担

の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出にかかる一切の費用

は、公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶�　その他

　　ア　審査結果の発表は、令和４年３月３日（木）を

予定しています。

　　イ　詳細につきましては、本企画提案公募要領及び

仕様書を御参照ください。

　　ウ　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を

要します。

　　エ　川崎市ホームページ内「川崎市消費生活相談員

業務委託（令和４～６年度）の委託事業者を募集

し ま す。（https://www.city.kawasaki.jp/280/

page/0000136516.html）」の情報を閲覧、確認を

お願いいたします。

以上

　　　───────────────────

川崎市公告第82号

　次のとおり、一般競争入札について公告します。�

　　令和４年１月21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　�令和４年度給食費徴収システムに係る

帳票の印刷・封入封緘等業務委託

　⑵�　履行場所　�教育委員会事務局健康給食推進室及び

本市の指定する場所

　⑶�　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで�

　⑷�　調達概要　�入札説明書によります。�

２　競争入札参加資格�

　�　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�　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�　入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指

名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。

　⑷�　この調達物件について、確実に納入することがで

きること。

　⑸�　直近５年以内に本市又は同等規模程度の官公庁に

おいて、帳票印刷及び封入封緘等業務の類似実績が

あること。なお、類似の契約実績については、１回

に３万件以上の処理を行った作業実績があること。

３　�入札参加申込書の配付、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�　配付・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10階

教育委員会事務局健康給食推進室　　担当　石綿

電　話：044－200－1808（直通）

E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵�　配付・提出期間

　　�　令和４年１月21日（金）から令和４年１月27日

（木）までとします。

　　�　（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後４時まで）

　⑶�　提出書類�

　　ア　入札参加申込書

　　イ　本市又は他官公庁において類似の契約実績を証

明する書類の写し

　⑷�　提出方法�

　　　持参又は書留郵便�

４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の

交付�

　�　入札参加申込書を提出した者のうち、参加資格があ

ると認められた者には、次により一般競争入札参加資

格確認通知書を交付します。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。

　⑴�　交付場所及び問い合わせ先

　　�　３⑴に同じ。

　⑵�　交付日時

　　�　令和４年１月31日（月）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後４時まで

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

　　�　３⑴に同じ。

　⑵�　問い合わせ期間

　　�　令和４年１月31日（月）から令和４年２月２日

（水）までとします。

　　�　（午前８時30分から正午まで及び午後１時から午

後４時まで）

　⑶�　問い合わせ方法

　　�　一般競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問

書」の様式により、３⑴の問い合わせ先まで、持参

又は電子メールにて提出してください。

　　�　なお、電子メールで質問する場合は、「質問書」

を送信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月７日（月）ま

でに、全社宛てに電子メールにて送付します。電子

メールアドレスの登録がない場合は、３⑴にて交付

しますので、事前に御連絡ください。

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�　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�　入札方法等

　　ア　入札金額は各単価の合計金額となります。各印

刷帳票等の種類ごとに税抜きの単価を積算し、そ

の単価の合計金額を算出してください。なお、各

業務に必要となる作業費等については、それぞれ

の単価に含めることとします。

　　イ　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入

札件名記載の封筒に封印して提出してください。

　　ウ　開札に立ち会うものは、入札者又はその代理人

とします。ただし、代理人が立会う場合は、入札

に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委

任をした書類を事前に提出しなければなりません。
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　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和４年２月10日（木）�午前10時00分

　　イ　場所　川崎市教育委員会事務局４階会議室

　　　　　　　�（川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田

生命ビル４階）

　⑶�　入札書の提出方法

　　　持参

　⑷�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行なった入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺�　入札書の記載金額

　　�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格としますので、入札参加者は、消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地

方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

８　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　契約書を作成することを必要とします。落札者

は、契約書２通に記名押印の上、速やかに３⑴に持

参してください。

　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、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。

　⑷�　落札決定の効果

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会のおける、本調達に係る予算の議決を要し

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�　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�　入札説明書も併せて確認してください。

　⑷�　その他問い合わせ窓口は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第83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４年１月24日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　プロポーザルに付する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎シンフォニーホール劣化調査・診断及び中長

期保全計画改訂業務委託

　⑵�　目的

　　�　川崎シンフォニーホール（以下「ホール」とい

う。）は、世界水準の優れた音響性能をもち、市の

フランチャイズオーケストラである東京交響楽団や

海外一流オーケストラなど、市民に良質で魅力ある

公演を提供してきた。

　　�　ホールは、世界的指揮者が「世界最高のホールの

ひとつ」と絶賛するなど、国際的にも屈指のコン

サートホールとしての地位を確立している。

　　�　本業務は、ホールが今後も世界水準の優れた音響

性能を確保し、国際的評価の高いホールとしての地

位を維持できるよう、ホールの建築物及び舞台設備

の経年変化を調査し、診断を行うとともに、現行の

中長期保全計画（平成25年度策定、平成27年度一部

改訂）について、必要な改訂を行い、次期大規模修

繕に向けた整備の方向性等の把握を行うことを目的

とする。

　⑶�　契約期間

　　�　契約締結日から令和５年３月24日まで

　⑷�　履行場所

　　�　川崎市幸区大宮町1310　他

　⑸�　選定方法

　　�　公募型企画提案方式による提案審査

　　�　提出書類の審査及びプレゼンテーション審査とし

ます。複数の選考委員が、応募者から提出された応

募書類及び提出団体から審査員に対して企画内容を

説明するプレゼンテーションによって審査を行い、

採択者を決定します。
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　⑹�　事業規模（事業概算額）

　　�　42,130,000円（消費税額及び地方消費税額を含

む）以下

　⑺�　プロポーザルに関する日程（予定）

募集開始 令和４年１月24日（月）

参加意向申出書提出締切 令和４年２月10日（木）　午前中必着

参加資格確認結果通知書送付 令和４年２月15日（火）

質問受付開始 令和４年１月24日（月）

質問提出締切 令和４年２月４日（金）　午前中必着

質問回答送付 令和４年２月15日（火）

企画提案書等の提出締切 令和４年３月10日（木）　午前中必着

プロポーザル評価委員会の開催 令和４年３月17日（木）　予定

審査結果通知 令和４年３月下旬以降　予定

２　担当部署

　�　書類の提出、問い合わせ先は次のとおりです。

部署・担当者名 市民文化局市民文化振興室　萬田

所在地 〒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

電話番号 044-200-2030

電子メール 25bunka@city.kawasaki.jp

受付時間 午前８時30分～午後５時（閉庁日及び正午～午後１時を除く）

３　参加者の資格要件

　⑴�　応募者の資格要件

　　�　応募者は、単体の企業で次の各号の全てを満たす

ものとします。

　　ア　建築士法第23条の３第１項の規定に基づく一級

建築士登録事業者であること。

　　イ　川崎市の競争入札参加資格を有し、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（建築設計）・種目（意匠設計）に登録され

ている者。

　　　※�　ただし、参加意向申出書（様式１）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。

　　ウ　本業務の履行期間内に、一級建築士免許取得後

５年以上の業務経験を有する管理技術者、一級建

築士免許を有する意匠主任技術者を配置できる者

であること。また、管理技術者は上記の要件に加

え、公共建築物の劣化診断業務、保全計画作成業

務、大規模修繕計画作成業務又は設計業務のう

ち、いずれかの業務に関する実績を有しているこ

と。なお、管理技術者及び意匠主任技術者は、応

募者の組織に所属していること。

　　エ　ウの技術者に加え、建築士法第２条第５項又は

第10条の２の２第２項に規定する建築設備に関す

る知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格

（建築設備士又は設備設計１級建築士）を有する

業務経験５年以上の電気設備主任技術者、機械設

備主任技術者をそれぞれ１名配置できる者である

こと。なお、電気設備主任技術者と機械設備主任

技術者は、業務に支障の出ない範囲で兼務も可と

します。

　　オ　ウ及びエの技術者に加え、1800席以上を有する

音楽ホールにおける特殊設備（舞台音響設備、舞

台照明設備、舞台迫設備、舞台吊物機構等の舞台

設備）について、劣化診断業務、コンサルティン

グ業務、計画作成業務又は設計業務のうち、いず

れかの業務に関する実績を有している特殊設備主

任技術者を１名配置できる者であること。

　　カ　次の条件を全て満たしていること。

　　　ア�　本業務に関するノウハウと実績がある者

　　　イ�　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�

　　　ウ�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停

止期間中でない者

　　　エ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中でないこと

　　　オ�　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
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　　　カ�　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

　　　キ�　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

　⑵�　協力者又は協力事務所の資格要件

　　�　応募者は、本業務に関する管理技術者及び主任担

当技術者（意匠）を除く、担当業務分野について、

協力者又は協力事務所（以下「協力者等」という。）

を加えることができます。なお、協力者等とは、基

本的に管理技術者の組織に所属していない者を、各

分野の主任技術者として組織体制に加える場合を指

します。

　　�　協力者等となった者及びその者の所属する建築設

計業者は本プロポーザルの応募者となることができ

ません。

４　参加意向申出

　�　この企画提案に参加を希望する応募者は次により参

加意向申出書を提出しなければなりません。

　⑴�　提出書類

　　ア　参加意向申出書（様式１）

　　イ　応募者の企業概要（任意様式）　※パンフレッ

ト等の応募者の組織概要が分かるもの

　　ウ　管理技術者・主任技術者一覧（様式２）

　　エ　協力事務所等同意書（様式３）※該当がある場

合

　　オ　応募者の主要業務実績の詳細（様式４）

　⑵�　提出方法

　　�　事前連絡の上、持参又は郵送により提出してくだ

さい。

　　※�　郵送での提出の場合は、書留郵便等の配達記録

が残る場合に限ります。

　⑶�　提出期限

　　�　令和４（2022）年２月10日（木）午前中必着

　⑷�　提案資格確認結果通知書

　　�　参加者の資格要件に基づく審査を行った結果、令

和４（2022）年２月15日（火）までに提案資格確認

結果通知書の写しを電子メールで送付し、原本は後

日郵送します。

５　企画提案に関する質問の取扱い

　⑴�　質問方法

　　�　質問は事前連絡の上、質問書（様式５）の様式に

より電子メールで送付してください。

　　※�　送信後に担当部局に到達したことを確認してく

ださい。

　⑵�　受付期限

　　�　令和４（2022）年２月４日（金）午前中必着

　⑶�　回答方法

　　�　質問者を含めた全ての参加登録者に対して、令和

４（2022）年２月15日（火）までに電子メールで回

答します。

６　企画提案書等の提出

　⑴�　提出書類

　　ア　企画提案書（任意様式）【15部】

　　　�　Ａ４判縦横どちらでも可、表紙を除き20ページ

以内で作成してください。提案書は具体的に記載

するとともに、提案者の持つ実績やノウハウ、

ネットワーク等を最大限に生かした具体的な手法

について提案してください。記載に当たっては、

写真や概念図、フロー図などを活用し、分かりや

すい表現となるよう留意してください。

　　　ア�　記載内容

　　　　ａ�　実施方針（全体・仕様書「Ⅱ　業務内容」

１～５ごと）

　　　　　�　このうち、次の項目については、考え方も

記載すること。

　　　　　・�仕様書「Ⅱ業務内容　３施設の劣化調査　

⑷調査対象　ウ機械設備対象機器」におけ

る配管類の調査位置・箇所数

　　　　　・�仕様書「Ⅱ業務内容　４その他調査等　⑵

専門家の意見聴取」における専門家の人選

及び聴取項目

　　　　　・�仕様書「Ⅱ業務内容　４その他調査等　⑶

関係者の意見聴取」における聴取項目

　　　　　・�仕様書「Ⅱ業務内容　５次期大規模修繕に

向けた整備等の提案　⑴次期大規模修繕に

向けた整備の方向性の提案」における次期

大規模修繕の基本方針の策定に向けた方向

性

　　　　　・�仕様書「Ⅱ業務内容　５次期大規模修繕に

向けた整備等の提案　⑵修繕更新概算費の

算出・更新」における30年間の修繕更新概

算費の年度別計画額及び中長期計画表の算

出・更新方法

　　　　ｂ�　スケジュール

　　　　ｃ�　仕様書で定める以外の提案・企画・創意工

夫を加えた点

　　　　ｄ�　提案者概要（提案者・協力者等の概要・主

要業務実績等を記載）

　　　　ｅ�　業務実施体制（組織体制、管理・主任技術

者のプロフィール、関連資格等を記載）

　　イ　見積書（任意様式）【１部】

　　ウ　提出書類の取り扱い

　　　ア�　提出書類は返却しません。
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　　　イ�　提出期限後は、提出書類の差し替え、追加は認めません。

　　　ウ�　提出書類の受領後、本市で必要があると判断した場合は補足資料を求めることがあります。

　⑵�　提出方法

　　�　事前連絡の上、持参又は郵送により提出してください。

　　※�　郵送での提出の場合は、書留郵便等の配達記録

が残る場合に限ります。

　⑶�　提出期限

　　�　令和４（2022）年３月10日（木）午前中必着

７　選定方法

　⑴�　選定方法・審査体制

　　�　事業者の特定は、川崎市役所内にプロポーザル評

価委員会を設け、提出書類の審査及びプレゼンテー

ションの審査を行い、参加者の中から最優秀者を選

定します。なお、見積金額が事業概算額を超える場

合は、失格とします。

　　�　基準点は、満点の６割以上（全委員の評価点を平

均化した点数）とし、基準点を超えた業者について

適正と判断します。各評価項目について、企画提案

書にその考え方が一定程度盛り込まれているものに

ついて、「普通」を標準とします。

　　�　なお、採点の結果、最も高い総合点を獲得した業

者が複数の場合（同点の場合）は、次の順で業者を

選定するものとします。

　　ア　「３　企画力」の得点が高い提案を採用する。

　　イ　「１　業務実施体制」の得点が高い提案を採用

する。

　　ウ　「２　業務への取組意欲・積極性」の得点が高

い提案を採用する。

　　エ　見積金額が低い提案を採用する。

　⑵�　評価基準

評価項目 配点

評価点

良い
やや

良い
普通

やや

悪い
悪い

１　業務実施体制 35

⑴　業務実施に必要な専門知

識・業務経験を有している
15 15 12 9 6 3

⑵　業務実施に必要な組織体

制が確保されている。
10 10 8 6 4 2

⑶　業務を円滑、かつ確実に

実施するための業務スケ

ジュールが示されている。

5 5 4 3 2 1

⑷　企画提案に見合った適正

な見積金額であると認められ

る。

5 5 4 3 2 1

２ 　業務への取組意欲・積極

性
20

⑴　積極性があり、前向きな

提案がなされている。
10 10 8 6 4 2

⑵　仕様書に記述されている

水準以上の提案・企画・創意

工夫（上積み）がある。（仕

様書「Ⅱ　業務内容」１～４）

5 5 4 3 2 1

⑶　仕様書に記述されている

水準以上の提案・企画・創意

工夫（上積み）がある。（仕

様書「Ⅱ　業務内容」５）

5 5 4 3 2 1

３�　企画力 45 　

⑴　川崎シンフォニーホール

の各機能、これまでの評価、

ホール管理運営の基本方針及

び業務目的を十分理解した企

画提案内容になっている。

10 10 8 6 4 2

⑵　効率的・効果的な調査手

順・方法が提案されている。
10 10 8 6 4 2

⑶　「Ⅱ　業務内容」１～４

と「Ⅱ　業務内容」５の提案

に適切な関係性が認められる。

10 10 8 6 4 2

⑷　企画提案内容は十分に実

行可能な方法となっている。
10 10 8 6 4 2

⑸　わかりやすいプレゼン

テーションであり、高い説明

能力が認められる。

5 5 4 3 2 1

総合評価 100 　

　⑶�　プロポーザル評価委員会の実施

　　ア　日程・場所

　　　日程　令和４（2022）年３月17日（木）（予定）

　　　場所　川崎市役所会議室

　　　※　�時刻、場所等の詳細は各事業者へ別途通知い

たします。また、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため、日時、場所等について変

更する場合があります。

　　イ　内容等

　　　�　事前に提出されている提出書類に基づいて、提

案説明20分、質疑応答10分程度とします。

　　ウ　実施方法等

　　　ア�　プレゼンテーションは、原則として本業務に

携わる予定の者が実施してください。

　　　イ�　プレゼンテーションの出席者は５名以内とし

ます。

　　　ウ�　使用する説明資料は、提出された企画提案書

及び見積書のみとし、新たな説明資料を追加す

ることはできません。

　　　エ�　インターネット環境はありません。

　　　オ�　プロジェクター、モニター等の機器は利用で
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きません。

　⑷�　審査結果の通知

　　�　審査後、速やかに各事業者あてに郵送で通知しま

す。（令和４（2022）年３月下旬以降発送予定）なお、

審査結果等の電話・電子メール等での直接のお問い

合わせには、応じられませんので御了承ください。

８　その他の留意事項

　⑴�　提出された企画提案書は、企画提案の審査・選定

以外に提出者に無断で使用しません。企画提案書を

公開する場合には、事前に提案者の同意を得るもの

とします。

　⑵�　企画提案書は、あくまでも採択事業者を選定する

ための資料であり、その内容は尊重しますが、必ず

しもその内容に限定されないものとします。

　⑶�　選定委員会により選定された最優秀者と仕様の細

部や契約金額等について協議し、協議が成立した場

合には、本業務に係る随意契約を締結します。この

場合において、改めて、見積書の提出を求めること

となります。

　⑷�　当該発注に関する一切の手続きは日本語にて行う

こととし、使用する通貨は円とし、契約書を作成し

ます。

　⑸�　川崎市では、個人情報保護のため、その適正な取

扱いに関し必要な事項、保有する個人情報の本人開

示及び訂正を請求する権利を川崎市個人情報保護条

例で定めることにより、個人の権利利益を保護し、

市政の適正かつ公正な運営を図っています。条例第

14条第１項には、個人情報を扱う事務の委託を受け

た者の個人情報保護に関する義務が規定されてお

り、本業務の受託者についても同条の規定が適用さ

れます。

　⑹�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、

参加者の負担とします。

　⑺�　参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、

辞退届（任意様式）を提出してください。

　⑻�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要す

るものとします。

　⑼�　その他、業務の実施に必要な事項は、本市と受託

者で協議の上、定めることとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第84号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。�

　　令和４年１月24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年度人権啓発に係るＹａｈｏ

ｏ！広告代理業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市の指定する場所

　⑶�　履行期限　　令和４年３月31日まで�

　⑷�　委託概要　　�川崎市がＹａｈｏｏ！に広告を出稿

するために必要なアカウントの開設

等の広告代理業務を行う。

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28号）第２

条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他」（種目「広告代

理店」）で登録されている者。

３　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0007

川崎市川崎区駅前本町11番地２　川崎フロンティ

アビル９階

市民文化局人権・男女共同参画室

電話　　　（044）200－2359

FAX　　　（044）200－3914

E-mail　　25zinken@city.kawasaki.jp�

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月24日（月）から１月28日（金）まで

　　�　午前８時30分～午後５時15分（ただし、正午～午

後１時を除く。）

　　�　来庁する場合は、必ず事前に３⑴へ電話連絡し、

来庁日時について、指示を受けてください。

　　�　なお、一般競争入札参加申込書等の書類は、次の

ウェブページからダウンロードすることもできます。

　　�　ht t p s : / / w w w . c i t y . k a w a s a k i . j p / 2 5 0 /

page/0000136687.htmlを参照してください。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　その他添付書類

　⑷�　提出方法

　　�　持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）

とします。ただし、郵便とする場合、提出期限は、

３⑵によらず、令和４年１月28日（金）必着としま

す。

　⑸�　その他

　　ア　提出された一般競争入札参加申込書等は返却し

ません。

　　イ　提出された一般競争入札参加申込書等の差し替
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え又は再提出は認めません。

　　ウ　一般競争入札参加申込書等に関する問合せ先

は、３⑴とします。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書等を提出した者には、一般

競争入札参加資格について審査の上、令和４年２月１

日（火）までに、確認通知書を電子メール又は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４年２月１日（火）から令和４年２月２日

（水）まで

　　　�　午前８時30分～午後５時15分（ただし、正午～

午後１時を除く。）

　　ウ　質問書の提出方法�

　　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事

項を記入し、上記３⑴までＦＡＸ又は電子メール

で提出してください（提出後は必ず電話で御一報

ください。）。

　⑵�　回答�

　　�　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書を、令和４年２月３日（木）までに、参

加者全てにＦＡＸ又は電子メールで回答します。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　入札の手続等

　⑴�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　日時　　令和４年２月７日（月）午前11時00分

　　イ　場所　　�川崎市川崎区駅前本町11番地２　川崎

フロンティアビル９階

　　　　　　　　市民文化局会議室�

　⑵�　入札書の提出方法

　　�　持参に限ります。

　⑶�　入札金額等

　　ア　入札書に記載する金額は、法令所定の消費税及

び地方消費税額を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、入札件名

を記入した封筒に入れて提出してください。

　⑷�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑸�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　　ア　入札及び開札に立ち会う者は、資格確認通知書

を必ず持参してください。

　　イ　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とします。なお、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なければなりま

せん（入札の際に委任状を提出してください）。

　⑹�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札をした者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び｢

川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入札

は無効とします。

　⑻�　再入札の実施

　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。再入札用の入札書も準備の上、参加してくださ

い。

８　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�　前払金　無

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://

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

関係規定において閲覧することができます。

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�　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�　その他問合せ窓口は３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第85号

　次の市有財産について、一般競争入札による貸付けを

実施します。

　　令和４年１月24日

川崎市長　　福　田　紀　彦

１　入札物件（一時貸付物件）
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　�　一般競争入札に付す一時貸付物件、予定価格（最低 貸付料）等は、次の表のとおりです。

物件

番号

所在地（地番）

（住居表示）

貸付面積

（㎡）

用途地域 最低貸付料

（円／月）

入札保証金

（円）

１
川崎区富士見 1丁目 6-2

（川崎区富士見 1丁目 6）
1,243.48 第２種住居 500,000 360,000

２　貸付期間

　�　令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年

間です。ただし、貸付人の事情により貸付期間の延長

が必要になった場合は、貸付人と借受人とが協議の

上、貸付期間を最長２年間延長することができます。

この場合、貸付人は貸付期間満了の６か月前までに借

受人に申し入れるものとし、延長期間は貸付人と借受

人とが協議の上定めることとします。

３　一般競争入札参加資格

　⑴�　法人その他の団体であること。

　⑵�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸�　国税又は市税の未納がないこと。

　⑹�　入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、駐

車場事業を行う資力、能力等を有すること。

　⑺�　過去複数回、前記１の一時貸付物件と同規模以上

の駐車場事業の運営実績を有していること。

　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

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結していないこと。

４　連帯保証人

　�　債務履行のため、次の要件を備えた連帯保証人を立

てなければなりません。

　⑴�　川崎市内又は川崎市の近接市町村に住所又は事務

所を有すること。

　⑵�　年額260万円（年額貸付料が260万円以上の場合

は、年額貸付料の額）以上の所得又は公簿価格200

万円（年額貸付料が200万円以上の場合は、年額貸

付料の額）以上の固定資産（償却資産を含む。）を

有していること。

　⑶�　国税又は市税の未納がないこと。

５　契約上の主な条件

　⑴�　貸付契約の内容

　�　当該一時貸付契約は、地方自治法第238条の５第１

項の規定に基づく貸付け（賃貸借契約）です。

　⑵�　一時貸付物件の用途指定

　　�　一時貸付物件は、駐車場事業の用途（以下「指定

用途」という。）に供さなければなりません。（ただ

し、⑻に規定する内容は指定用途に含めることとす

る。）

　⑶�　禁止事項

　　�　一時貸付物件について、次の行為をすることはで

きません。

　　ア　一時貸付物件を指定用途以外の用途に供するこ

と。

　　イ　一時貸付物件に建物を建築すること。

　　ウ　一時貸付物件を第三者に転貸すること。

　　エ　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定すること。

　　オ　一時貸付物件において公序良俗に反する行為を

すること。

　⑷�　実地調査等

　　�　前記⑵及び⑶の履行を確認するため、川崎市が一

時貸付物件の利用状況等についての実地調査を実施

するとき、又は関係資料の提出を求めたときは、借

受人は必ず川崎市に協力しなければなりません。

　⑸�　違約金

　　�　前記⑵～⑷の条件に違反した場合には、貸付料

（契約金額）の100分の30に相当する額を違約金と

して川崎市に支払わなければなりません。

　⑹�　解約の申入れ

　　�　借受人は、貸付開始日から起算して１年を経過し

た日から、貸付人に対し、書面により本件契約の解

約を申し入れることができます。なお、この場合に

おける解約日は、川崎市が解約の申入れを受領した

日から６か月を経過した日の属する月の末日とし、

既納の貸付料及び後記13⑶の契約保証金は返還しま

せん。

　⑺�　一時貸付物件の引渡し及び返還

　　�　一時貸付物件は、貸付人の立会いのもと現況有姿

で引渡します。
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　　�　貸付期間が終了したときは、借受人は引渡し時点

（直前の貸付期間から引き続き同じ一時貸付物件を

使用している場合は、当初の引渡し時点）の原状に

回復して返還しなければなりません。

　　�　ただし、貸付期間の終了前に、次の貸付期間にも

引き続き同じ一時貸付物件を使用することができる

ことが明らかになったときは、当該一時貸付物件を

原状に回復することなく、引き続き使用することが

できます。

　⑻�　自動販売機の設置

　　�　駐車場事業の一環として、貸付物件に自動販売機

を設置できます。ただし、次の事項を遵守しなけれ

ばなりません。

　　ア　設置台数は２台以下とすること。

　　イ　自動販売機等の維持管理にあたっては、転倒防

止、漏電防止、容器等の散乱防止など、利用者、

近隣住民の安全、周辺環境の保全に十分に配慮す

ること。

　　ウ　自動販売機の付近に飲料容器等の回収容器等を

原則として１個以上設置し、空き缶等の使用済み

容器が周囲に散乱しない頻度により回収して、適

正に処分すること。

　　エ　販売品は、飲料とすること。ただし、酒税法第

２条（昭和28年法律第６号）による酒類又はその

類似品を販売することはできない。

　⑼�　近隣住民等への配慮

　　�　一時貸付物件を十分な注意をもって管理し、近隣

住民その他第三者との間で紛争が生じないよう配慮

しなければなりません。

６　入札案内書の配布

　�　本件入札に参加を希望する者には、次により入札案

内書（入札参加申込書等を含む。）を配布します。

　⑴　配布場所　�川崎市財政局資産管理部資産運用課

（明治安田生命ビル13階）

　　　　　　　　�〒210－8577　川崎市川崎区宮本町６

番地

　　　　　　　　電話��044－200－2087

　⑵�　配布期間　�令和４年１月24日（月）から令和４年

２月16日（水）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　�午前８時30分～午後５時（正午～午後

１時を除く）

７　一般競争入札参加申込みに必要な書類

　⑴�　入札参加申込書

　⑵�　事業計画書

　⑶�　下記８の連帯保証人に関する書類

　⑷�　川崎市暴力団排除条例に係る誓約書

　⑸�　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　⑹�　代表者の印鑑証明書（法務局に届け出たもの）

　⑺�　国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び「消

費税及び地方消費税」について未納税額のない証明

用）

　⑻�　市税の納税証明書（未納がないもの）

　　ア　法人市民税（川崎市内に事務所又は事業所を有

している場合のみ）

　　イ　固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資産

（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　⑼�　財務諸表等の写し

８　連帯保証人に関する書類

　⑴�　一般競争入札参加申込みの際に提出するもの

　　ア　連帯保証人が法人の場合

　　　ア�　連帯保証人となる旨の同意書

　　　イ�　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　　　ウ�　代表者の印鑑証明書（法務局に届け出たもの）

　　　エ�　連帯保証人に関する前記７の⑺～⑼の書類

　　　オ�　連帯保証人に関する国税の納税証明書（その

２・所得金額用）

　　　カ�　連帯保証人に関する固定資産課税台帳記載事

項証明書

　　イ　連帯保証人が個人の場合

　　　ア�　連帯保証人となる旨の同意書

　　　イ�　印鑑登録証明書

　　　ウ�　身分証明書

　　　エ�　登記されていないことの証明書

　　　オ�　連帯保証人に関する国税の納税証明書

　　　　ａ�（その２・所得金額用）

　　　　ｂ��（その３の２「申告所得税及復興特別所得

税」及び「消費税及地方消費税」について未

納税額のない証明用）

　　　カ�　連帯保証人に関する市税の納税証明書

　　　　ａ　市民税・県民税（川崎市民の方のみ）

　　　　ｂ�　固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定

資産（償却資産を含む。）を有している場合

のみ）

　　　キ�　連帯保証人に関する固定資産課税台帳記載事

項証明書

９　一般競争入札参加申込書等の提出

　�　本件入札に参加を希望する者は、上記７に記載され

た書類及び上記８⑴の書類を次により提出しなければ

なりません。

　⑴�　提出場所　上記６⑴に同じ

　⑵　提出期間　�令和４年２月９日（水）から令和４年

２月16日（水）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　�午前９時～午後４時（正午～午後１時

を除く）
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　⑶�　提出方法　持参又は郵送

10　一般競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、上

記３の各号のいずれかの資格を欠いたときは、

　一般競争入札参加資格を喪失します。

11　入札の手続等

　　次により入札を執行します。

　⑴�　入札の方法

　　�　入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付

料を記入してください。

　　�　なお、入札書の提出は郵送又は持参によるものと

します。

　　ア　入札書の提出期限

　　　　令和４年２月25日（金）必着

　　イ　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　明治安田生命川崎ビル13階　資産運用課窓口

　⑵�　入札保証金　　　　　　　上記１のとおり

　⑶　入札保証金の納付期限　　�入札書発送までに納入

すること。

　⑷　開札の日時　　　　　　　�令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日

（火）午後２時

　⑸�　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

12　落札者の決定及び一般競争入札参加資格の審査等

　⑴�　落札者の決定

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格（最低貸付料）以上で最高の価格をもって

有効な入札を行った者について、最終的な一般競争

入札参加資格の審査を実施し、資格の有無を審査し

た上、落札者を決定します。資格審査の結果、その

者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と

し、順次、価格の高い入札者について同様の審査を

実施します。

　⑵�　入札の無効

　　�　入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

13　契約の手続等

　⑴　契約条項　　　　　　　�上記６で配布する入札案

内書に記載してあります。

　⑵　契約書等作成の要否　　�要

　⑶　契約保証金　　　　　　�契約金額の10分の１以上

（円未満切上げ）としま

す。

　⑷�　契約の締結期限　　　　�令和４年３月14日（月）

　⑸�　契約の締結

　　�　本件契約を締結しない場合、落札は無効となり、

入札保証金は川崎市に帰属します。

　⑹�　貸付料の支払い

　　�　令和４年４月１日（貸付期間の開始日）から起算

して30日以内に当初の年度分の貸付料を川崎市が発

行する納入通知書により納入しなければなりませ

ん。次年度以降は、当該年度分の貸付料を４月30日

までに川崎市が発行する納入通知書により納入しな

ければなりません。ただし、その日が金融機関の休

日にあたるときは、次の営業日までとなります。

14　その他

　⑴�　事情により予告なく入札を変更し、又は取り止め

る場合があります。

　⑵�　詳細は入札案内書によります。

　⑶�　この公告に関する問合せ先は、上記６⑴に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第86号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月24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４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４年４月１日から令和５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。
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　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４年１月24日（月）から令和４年２月９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４年２月10日（木）までに送付しま

す。

　�　なお、申請者がメールアドレスを登録されていない

場合は、令和４年２月10日（木）の午前９時から午後

５時（正午から午後１時までを除く）に、上記３⑴に

て、書類を交付します。

５　仕様・入札に関する問い合わせ先

　⑴�　問い合わせ場所　上記３⑴と同じ。

　⑵�　問い合わせ期間

　　�　令和４年２月14日（月）から令和４年２月17日

（木）までの下記の時間

　　�　午前９時～正午及び午後１時～５時（土・日・祝

日を除く。）

　⑶�　問い合わせ方法

　　�　所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指

定するＦＡＸまたは電子メールアドレスあて送付し

てください。なお、質問書を送付した際は、併せて

３⑴まで電話連絡してください。

　⑷�　回答方法

　　�　質問があった場合の回答は、令和４年２月18日

（金）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４年２月24日（木）午後１時30

分

　　イ　入札場所　�川崎市役所第４庁舎４階　第３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。
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９　その他

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第87号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　　�総合リハビリテーション推進セン

ター軽乗用自動車賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所　　　�川崎市複合福祉センターふくふく

駐車場（川崎市川崎区日進町５－

１）

　⑶�　賃貸借期間　　�令和４年９月１日から令和11年８

月31日まで

　⑷�　概要　　　　　�入札説明書のとおり

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」種目「車両」で登

録されていること

　⑷�　仕様書の内容を遵守し、確実に納入できること

３�　競争入札参加申込書の配布・提出、入札説明書の配

布及び問い合わせ先

　⑴�　配布・提出場所及び問い合わせ先

〒210-0024

川崎市川崎区日進町５－１　川崎市複合福祉セン

ターふくふく２階

健康福祉局総合リハビリテーション推進センター

総務・判定課

電話番号　044-223-6719　　ＦＡＸ　044-200-

3974

電子メール　40risoumu@city.kawasaki.jp

　　�　なお、入札説明書、競争入札参加申込書の様式等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき・入

札情報（入札公表・落札結果）」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/page/0000089770.html）

の「物品・入札公表・財政局」を選択→「契約方

法・一般競争」「業種・リース」で検索→本件の入

札公表詳細からダウンロードすることができます。

　⑵�　競争入札参加申込書の配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日�～令和４年２月７日（土曜日、

日曜日を除く。）

　　�　８時30分～ 17時15分（12時～ 13時を除く）

　⑶�　競争入札参加申込書の提出方法

　　�　郵送（提出期間内必着）又は持参

　　　※�　郵送による場合は、郵送した当日中に件名、

会社名、担当者名、連絡先を記載した電子メー

ルを上記３⑴へ送信してください。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書「物品」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

等を令和４年２月10日に送付します。なお、当該メー

ルアドレスの登録がない者には、上記３⑴の場所にお

いて交付します。

５　仕様等に関する質問・回答

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月10日９時から令和４年２月17日16時

まで

　⑵�　質問書の様式

　　�　別に配布する「質問書」の様式によります。

　⑶�　質問受付方法

　　�　上記３⑴へ電子メールで送信してください。

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月24日までに競争入札参加有資格者全

員へ上記４により回答します。

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、開札前

に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた　　とき

は、競争入札参加資格を喪失します。

７　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　�　持参に限ります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和４年３月７日13時30分

　　イ　場所　川崎市川崎区日進町５－１　川崎市複合

福祉センターふくふく２階　会議室２

　⑶�　入札保証金　免除

　⑷�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって　　　有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことが　　　ありま
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す。

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金　　　　免除

　⑵�　契約書作成の要否　要

　⑶�　契約条項等の閲覧

　　�　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�　議決を要する契約

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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�　この契約の翌年度以降における所要の予算金額に

ついて減額又は削除があった場合は、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、この

契約解除により損失が生じた場合は、その損失の補

償を川崎市に対して請求することができるものと

し、補償額は協議して定めるものとします。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第88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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　携帯型近赤外線アスベスト調査分析器賃貸借及び

保守

　⑵�　履行場所　

　　�　川崎市環境局環境対策部環境対策推進課（川崎市

川崎区東田町５－４川崎市役所第３庁舎17階）

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年10月１日から令和11年９月30日まで

　⑷�　概要

　　�　建築物等の解体等工事の現場等において、その場

で建材等におけるアスベストの含有を確認し行政指

導に活用するため、アスベストを含有する製品の判

別を、非破壊かつ短時間で行うことができ、各現場

での利用が容易な携帯型のアスベスト調査分析器を

賃貸借するものです。

２　競争入札参加資格

　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格者名簿の業種「リース」に登録されているこ

と

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと

　⑷�　この物品を契約締結後、確実に納入することがで

きること

　⑸�　過去５か年に、本市又は他官公庁において同種の

賃貸借契約の実績があり、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、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴�　申込書の配布・提出場所

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

担当　時岡、梅田

郵便番号　210－8577

住所　　川崎市川崎区東田町５－４　川崎市役所

第３庁舎17階

電　話　044－200－2526

ＦＡＸ　044－200－3922

E-mail　30suisin@city.kawasaki.jp

　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

は、インターネットからダウンロードすることがで

きます。「入札情報かわさき」の「入札・契約関連

情報」のタブの「入札情報（入札公表・落札結果）」

の中にあります。ダウンロードができない場合に

は、３⑴の場所で３⑵の期間に配布します。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑵�　申込書配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１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、正午か

ら午後１時までを除く。）

　⑶�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　契約実績等を確認できる契約書・仕様書等の写

し

　⑷�　提出方法

　　�　持参
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　⑸�　仕様書

　　�　３⑴と同じページ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、３⑵の期間に、３

⑴の場所で配布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、確認通知書を、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メー

ルアドレスに令和４年２月10日（木）までに送付しま

す。なお、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４年２月10日（木）から令和４年２月14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～午後５時（ただし、正午～午後

１時を除く）

　　ウ　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の場所にＦＡＸ又は電子メール

を送付してください。

　⑵�　回答

　　ア　回答日

　　　令和４年２月16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、全ての質問及び回答を、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　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき

７　入札手続等

　⑴�　�入札方法等

　　�　税抜きの総額で行います。月額の賃貸借料（税抜

きで１円未満の端数を切り捨てた額）を84 ヵ月で

乗じる方法で見積もりしてください。

　⑵�　入札書の提出日時・場所

令和４年２月24日（木）午前10時00分

川崎市環境局会議室（川崎市川崎区東田町５－４

川崎市役所第３庁舎16階）

　⑶�　入札保証金

　　�　川崎市契約規則第９条第２号の規定に基づき免除

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、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８　契約手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　川崎市契約規則第33条第５号の規定に基づき免除

とします。

　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�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　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の心得等の定

めるところによります。

　⑷�　詳細は入札説明書によります。

　⑸�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
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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。

　⑺�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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89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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　　プラザ橘保安警備業務委託

　⑵�　履行場所　　　�川崎市高津区久末2012－１　プラ

ザ橘

　⑶�　履行期間　　　�令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

　⑷�　業務内容　　　�施設保安警備（仕様書参照）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

以下の業種・種目に全て登載されていること。

　　�　業種16「警備」　　　種目02「人的警備」

　⑸�　令和２年４月１日以降本市又は他官公庁におい

て、本委託業務の内容及び規模を同程度とする契約

実績を有すること。ただし、発注者と直接契約を締

結し、履行した元請としての実績に限る。

３　競争入札参加申込に関する事項

　�　本件入札に参加を希望する者は、次により参加申込

を行わなければなりません。

　⑴�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

　⑵�　配布・提出場所

〒213－0026　川崎市高津区久末2012－１

プラザ橘（高津市民館・図書館橘分館）１階事務

室

電　話��044－788－1531

ＦＡＸ　044－788－5263

e-mail　88tatisi@city.kawasaki.jp

　⑶�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年１月31日(月)

までの下記の時間

　　�　午前９時から午後５時まで

　　　※�　一般競争入札参加資格確認申請書の様式につ

いて、電子メールでの配布を希望する場合、３

⑵の電話番号及びメールアドレスへご連絡下さ

い。（メールと電話の両方にご連絡ください。）

　⑷�　提出方法　持参

４　入札説明書の交付

　�　本件入札に参加申込をした者には、無償で入札説明

書を交付します。

　�　なお、入札説明書は３⑵の場所において、令和４年

１月25日(火)から令和４年１月31日(月)まで縦覧に供

します。

　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。

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

html）

５　一般競争参加資格確認通知書の交付

　�　本件入札に参加申込をし、参加資格が確認された者

には、令和４年２月１日（火）午後５時までに、一般

競争参加資格確認通知書（以下「通知書」とする）を

電子メールにて送付します。

　�　通知書は、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登録した際に届出のあった電子メールアドレ

ス宛てに送付します。なお電子メールアドレスの登録

がない場合、次により交付します。

　⑴�　交付場所　３⑵と同じ

　⑵�　交付日時　令和４年２月１日(火)

　　　　　　　　午前９時から午後５時まで

６　仕様書に関する質問

　�　仕様書の内容に関する質問は、本件入札に参加資格

のある者に限り、質問書の持参、電子メール又はＦＡ

Ｘにより受け付けます。

　⑴�　質問書の提出先

　　ア　持参　　　　３⑵と同じ

　　イ　電子メール　88tatisi@city.kawasaki.jp

　　ウ　ＦＡＸ　　　044－788－5263

　⑵�　受付期間　�令和４年２月１日（火）から２月４日

（金）まで

　　　　　　　　午前９時から午後５時まで

　⑶�　質問回答縦覧

　　�　質問に対する回答は、３⑵の場所において、令和

４年２月８日（火）の午前９時から午後５時までの

間、縦覧に供します。

　　�　また同日に、通知書の交付を受けた者へ電子メー

ルで送付します。送り先は通知書と同じアドレスと
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します。

　　�　なお電子メールの登録を行っていない場合には、

ＦＡＸで送付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当したときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　�この公告に定める資格条件を満たさなくなった

とき。

　⑵�　�提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア　入札日時　令和４年２月24日(木)　13：30

　　イ　入札場所　�川崎市教育文化会館４階第１学習室　

川崎市川崎区富士見２－１－３※

　　　　　　　　　※�　教育文化会館・田島分館・大師

分館・幸市民館日吉分館と共同で

実施します。

　　　　　　　　　　�　履行場所と異なりますのでご注

意ください。

　⑵�　入札保証金　免除とします。

　⑶�　開札の日時　８⑴アと同じ

　⑷�　開札の場所　８⑴イと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　　�　なお本契約は、同規則第14条の２による最低制限

価格が適用されます。

　⑹�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格がない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否　要

　⑶�　前払金　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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、３⑵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、３⑵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90号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。�

　　令和４年１月25日�

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項�

　⑴�　業務件名

　　�　かわさき新産業創造センター（ＮＡＮＯＢＩＣク

リーンルーム棟）積算電力量計補修業務委託

　⑵�　履行場所�

　　�　川崎市幸区新川崎７番７号

　⑶�　履行期間�

　　�　令和４年４月１日から令和４年５月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　かわさき新産業創造センター内ナノ・マイクロ産

学官共同研究施設（ＮＡＮＯＢＩＣ）クリーンルー

ム棟に設置されている積算電力量計65台について、

補修・交換を行うもの。

２　一般競争入札参加資格�

　　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て

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」、

地域区分「市内」で登録されていること。

�　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱によ

る指名停止期間中でないこと。�

�　⑷�　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。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律（昭和41�年法律第97�号）第２条第１項によ

る中小企業者であること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問合せ先�

　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、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
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てください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先�

　　　〒210-0007

川崎市川崎区駅前本町11- ２　川崎フロンティア

ビル10階

経済労働局　イノベーション推進室　ベンチャー

産業創出担当

電話　044-200-2973（直通）

FAX�　044-200-3920

E-mail　28sozo@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間�

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。（ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除く）

　⑶�　提出方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

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４年２月８日（火）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４年２月８日（火）から令和４年２月14日

（月）までの午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、

祝日等の本市閉庁日を除きます。

　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　28sozo@city.kawasaki.jp

　　イ　ＦＡＸ　044-200-3920

　⑸�　回答方法�

　　�　令和４年２月18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４年２月24日（木）午前11時00分

　　イ　入札場所

　　　　�川崎市川崎区駅前本町11- ２　川崎フロンティ

アビル６階

　　　　�川崎市経済労働局打ち合わせスペース

　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。

９　契約の手続き等

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします。

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　前払金

　　�　否

　⑶�　契約書作成の要否�

　　　必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先

の場所で閲覧することができます。�

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。�

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入

　　�　札説明書は、川崎市のホームページ「入札情報か

わさき」において、本件の公表情報詳細のページか

らダウンロードできます。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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91号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４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４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　別紙仕様書のとおり

２　競争参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、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４年１月25日（火）から令和４年２月８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、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４年２月15日（火）

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。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４年１月25

日（火）から令和４年２月８日（火）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
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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４年１月25日（火）の午前９時から令和４年

２月８日（火）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４年２月15日（火）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件数

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４年２月28日（月）　午前９

時30分

　　イ　入札場所　　�〒210－0005�川崎市川崎区東田町

８番地　

　　　　　　　　　　パレール三井ビル12階　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。

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　３⑴に同じ

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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92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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度自立支援医療（精神通院医療）診療報

酬明細書等の点検等委託

　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
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　⑶�　履行期限

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　別紙仕様書のとおり

２　競争参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、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４年１月25日（火）から令和４年２月８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、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４年２月15日（火）

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで。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４年１月25

日（火）から令和４年２月８日（火）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４年１月25日（火）の午前９時から令和４年

２月８日（火）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４年２月15日（火）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、単価金額（税抜）を記入していただき

ます。また、この金額には業務履行に際して必要

となる一切の費用を含め見積もるものとします。

　　イ　入札は所定の入札書をもって行います。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　落札者は、入札書に書かれた単価金額が最も低

い者とします。契約する際の仕様書の各項目の単

価は、その者が入札書に記載した単価となります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札日時　　�令和４年２月28日（月）　午前11

時00分

　　イ　入札場所　　�〒210－0005�川崎市川崎区東田町

８番地

　　　　　　　　　　パレール三井ビル12階　会議室

　⑶�　入札書の提出方法

　　�　持参とします。

　⑷�　入札保証金

　　�　免除

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
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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。

８　開札に立ち会う者に関する事項

　�　入札場所に入場しようとするときは、一般競争参加

資格確認通知書の提示を求めますので必ず持参してく

ださい。

　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理

人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会

う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関す

る権限の委任を受けなければなりません（入札前に委

任状を提出してください。）。

９　再度入札の実施

　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者を除きます。

10　契約の手続等

　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金は次のとおりとします。

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び「入札情報かわさき」の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

11　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第93号

　　　入　　札　　公　　告

　「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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　川崎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４年４月１日から令和７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項各号による中小企業者であ

ること。

　⑶�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　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�　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�　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。）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　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　西倉

電話　044－201－3123

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から２月２日(水)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
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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の場所で閲覧することができ

るほか、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

で閲覧及び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に一般競争入札参

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４年２月８日（火）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵�　場所

　　�　上記３⑴に同じ

６　質問等の受付

　⑴�　質問等に関しては、令和４年２月15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４年２月21日（月）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア　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。

　　　�　また、３年間総額での入札とします。

　　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４年２月25日（金）　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」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」の「入札・

契約関連情報」→「特定契約（公契約）に関する情

報」を御確認ください。

10　その他

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

　⑵�　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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑹�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった

　　�　場合は、この契約を変更又は解除することができ

るものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第94号

　　　入　　札　　公　　告�

　中原市民館総合管理運営業務委託に関する一般競争入

札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　　中原市民館総合管理運営業務委託

　⑵�　履行場所　　　�川崎市中原区新丸子東３丁目1100

番地12　中原市民館

　⑶�　履行期限　　　�令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている

者。

　⑵�　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　ア　業種　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」

　　イ　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31年４月１日以降に本市又は他官公庁におい

て、本委託業務の内容及び規模をほぼ同じくする契

約実績を有すること。ただし、発注者と直接契約を

締結した、元請としての契約実績に限ります。

３　競争参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般

競争入札参加資格確認申請書、２⑹に示す実績が確認

できる契約書の写し又は契約履行証明書（任意の様

式）及び仕様書の写しを提出してください。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒211-0004　川崎市中原区新丸子東３丁目1100番

地12　中原市民館

電話　�044－433－7773

ＦＡＸ�044－430－0132

電子メール�88nakasi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月２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。（土曜日及び日曜日を除く）

　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」(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４年２月８日(火)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４年２月１日（火）から２月９日（水）まで
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の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア　電子メール　88nakasi@city.kawasaki.jp

　　イ　ＦＡＸ　　　044－430－0132

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月15日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者（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

　�　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４年２月24日（木）　午後２時30分

　　イ　入札場所

　　　　�川崎市多摩区登戸1775番地１　多摩市民館４Ｆ

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４年第２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95号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

　　�　川崎市立看護大学教員用コンピュータ等に係る賃
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貸借及び保守契約

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護大

学

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和６年７月31日まで

　⑷�　概要

　　�　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

崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の

業種「リース」種目「事務用機器」に登載されてい

ること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　本件について、仕様書の内容を遵守し、確実に履

行できること。

３�　競争入札参加申込み及び仕様書について

　�　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�　提出場所

〒212－0054

川崎市幸区小倉４丁目30番１号　

川崎市立看護短期大学事務局

総務学生課　柳

電　話　044－587－3541

ＦＡＸ　044－587－3548

E-mail��yanagi-t@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から１月28日（金）まで

の午前９時から午後５時までとします。ただし、持

参による場合は、正午から午後１時までを除きます。

　⑶�　提出書類

　　�　競争入札参加申込書

　⑷�　提出方法

　　�　持参、郵送又は電子メールにより提出してくださ

い。

　　�　電子メールで提出する場合は、必要事項を記入の

上、記名押印した書類をＰＤＦデータに変換し、電

子メールに添付して送信してください。また、送信

した旨を３⑵の時間中に担当者宛てお電話ください。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付等

　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格業種に登録

されていることを確認した後に、その結果を、令和

３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業

者名簿に登録された電子メールアドレスに、電子メー

ルで交付（送信）します。申請者が電子メールアドレ

スを登録していない場合はＦＡＸで交付（送信）いた

します。

　�　予定日を過ぎても通知書の送信がない場合は、３⑴

までお問い合わせください。

　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年１

月28日（金）まで縦覧に供します。

　�　交付（送信）は令和４年１月31日（月）を予定して

います。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　質問方法等

　　�　質問は、所定の質問書で作成し（記名押印の上、

必要事項を記載したもの。）、電子メールで提出（送

信）してください。電子メールで提出できない方は、

ＦＡＸにより提出（送信）してください。なお、提

出（送信）した場合は、提出（送信）した旨を「３

⑴提出場所」に電話で御連絡ください。また、持参

による提出は受け付けておりませんので、御注意く

ださい。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年１月25日（火）の午前９時からから２月

１日（火）の午後５時まで（必着）

　⑶�　回答方法

　　ア　回答予定日　令和４年２月２日（水）までに回

答する予定です。

　　イ　回答方法

　　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付した者全員

へ電子メール又はＦＡＸによって回答書を交付

（送信）します。また、回答後の再質問の受付は

行いませんので、御了承ください。

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、次の⑵

の提出日時に持参してください。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、郵便入札とす

る場合があります。この場合は、競争入札参加資

格確認通知書の交付（送信）時にお知らせします。
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　　イ　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の

賃貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた

額）を月数（28 ヶ月）で乗じる方法で見積もり

してください。なお、機器の搬入やリース期間満

了後の撤去費用、保守料、その他本契約に係る一

切の費用は賃借料に含ませてください。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　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵�　入札書の提出方法

　　ア　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月４日（金）　午前11時

　　イ　入札書の提出場所

　　　　�川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護

短期大学　大会議室

　⑶�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑷�　開札の日時及び場所

　　ア　開札日時　

　　　�　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ　開札場所

　　　�　「７⑵イ　入札書の提出場所」に同じ。

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、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ものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑺�　再入札の実施�

　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

８　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

９　契約の手続き等

　�　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４年第２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

　　�　免除とします。

　⑵�　前払い金の要否

　　�　前払い金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

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　提出場

所」に同じです。

　⑶�　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」(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�　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。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑹�　支払については、毎月払いとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第96号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

　　�　国内医学論文情報インターネット検索サービス

（医中誌Ｗｅｂ）の利用契約

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護大

学

　⑶�　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　概要

　　�　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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
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　⑵�　入札期日において、川崎市「令和３・４年度�川

崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の

業種「書籍・楽器類」種目「書籍」に登載されてい

ること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この商品に関し、平成28年度以降に類似の契約実

績を有すること。または、この商品のメーカーから

販売代理店等の引受証明を受けていること。

　⑸�　本件について、仕様書の内容を遵守し、確実に履

行できること。

３　競争入札参加申込み及び仕様書について

　�　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�　提出場所

〒212－0054

川崎市幸区小倉４丁目30番１号　

川崎市立看護短期大学事務局

総務学生課　柳

電　話　044－587－3541

ＦＡＸ　044－587－3548

E-mail��yanagi-t@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から２月１日（火）まで

の午前９時から午後５時までとします。ただし、持

参による場合は、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�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　契約実績が確認できる書類（契約書の写し等）、

または、販売代理店等の引受証明を受けているこ

とが確認できる書類

　⑷�　提出方法

　　�　持参、郵送又は電子メールにより提出してくださ

い。

　⑸�　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　�　競争入札参加申込書、仕様書及び質問書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます。

　　�　（「川崎市ウェブサイト」（https://www.city.

kawasaki.jp/index.html）の「募集情報」の中から

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、競争入札参加

資格確認申請書等の提出期間の期間にＦＡＸで交付

（送信）いたします。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付等

　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格業種に登録

されていること及び契約実績または販売代理店等の引

受証明を確認した後に、その結果を、令和３・４年度

川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に登

録された電子メールアドレスに、電子メールで交付

（送信）します。電子メールでの受け取りができない

方へはＦＡＸで交付（送信）いたします。

　�　交付（送信）予定日は令和４年２月２日（水）を予

定しています。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　質問方法等

　　�　質問は、所定の質問書で作成し（記名押印の上、

必要事項を記載したもの。）、電子メールで提出（送

信）してください。電子メールで提出できない方は、

ＦＡＸにより提出（送信）してください。なお、提

出（送信）した場合は、提出（送信）した旨を「３

⑴提出場所」に電話で御連絡ください。また、持参

による提出は受け付けておりませんので、御注意く

ださい。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月４日（金）の午前９時からから２月

９日（水）の午後５時まで（必着）

　⑶�　回答方法

　　ア　回答予定日

　　　�　令和４年２月14日（月）までに回答する予定で

す。

　　イ　回答方法

　　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付した者全員

へ電子メール又はＦＡＸによって回答書を交付

（送信）します。また、回答後の再質問の受付は

行いませんので、御了承ください。

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、次の⑵

の提出日時に持参してください。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、郵便入札とす

る場合があります。この場合は、競争入札参加資

格確認通知書の交付（送信）時にお知らせします。

　　イ　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵�　入札書の提出方法

　　ア　入札書の提出日時
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　　　�　令和４年２月17日（木）　午前10時

　　イ　入札書の提出場所

　　　　�川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護

短期大学

　⑶�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑷�　入札金額等

　　�　入札は税抜きの総額で行います。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。

　⑸�　開札の日時及び場所

　　ア　開札日時　

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」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。

　⑺�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻�　再入札の実施

　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

８　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

９　契約の手続き等

　�　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４年第２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

　　�　免除とします。

　⑵�　前払い金の要否

　　�　前払い金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

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　「３⑴　提出場

所」に同じ。

　⑶�　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」(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�　利用料の支払方法は、半期ごとに履行済み期間の

利用料について契約金額の半額を支払うものとしま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第97号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

　　�　教育研究用電子ジャーナル（メディカルオンライ

ン）の利用契約

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護大

学

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　概要

　　�　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

崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の

業種「書籍・楽器類」種目「書籍」に登載されてい

ること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この商品に関し、平成28年度以降に類似の契約実

績を有すること。または、この商品のメーカーから

販売代理店等の引受証明を受けていること。

　⑸�　本件について、仕様書の内容を遵守し、確実に履

行できること。

３　競争入札参加申込み及び仕様書について

　�　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�　提出場所

〒212－0054

川崎市幸区小倉４丁目30番１号　
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川崎市立看護短期大学事務局

総務学生課　柳

電　話　044－587－3541

ＦＡＸ　044－587－3548

E-mail��yanagi-t@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から２月１日（火）まで

の午前９時から午後５時までとします。ただし、持

参による場合は、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�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　契約実績が確認できる書類（契約書の写し等）、

または、販売代理店等の引受証明を受けているこ

とが確認できる書類

　⑷�　提出方法

　　�　持参、郵送又は電子メールにより提出してくださ

い。

　⑸�　競争入札参加申込書及び仕様書の入手方法

　　�　競争入札参加申込書、仕様書及び質問書は、イン

ターネットからダウンロードすることができます。

　　�　（「川崎市ウェブサイト」（https://www.city.

kawasaki.jp/index.html）の「募集情報」の中から

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、競争入札参加

資格確認申請書等の提出期間の期間にＦＡＸで交付

（送信）いたします。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付等

　�　競争入札参加申込書を提出し、参加資格業種に登録

されていること及び契約実績または販売代理店等の引

受証明を確認した後に、その結果を、令和３・４年度

川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に登

録された電子メールアドレスに、電子メールで交付

（送信）します。電子メールでの受け取りができない

方へはＦＡＸで交付（送信）いたします。

　�　交付（送信）予定日は令和４年２月２日（水）を予

定しています。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　質問方法等

　　�　質問は、所定の質問書で作成し（記名押印の上、

必要事項を記載したもの。）、電子メールで提出（送

信）してください。電子メールで提出できない方は、

ＦＡＸにより提出（送信）してください。なお、提

出（送信）した場合は、提出（送信）した旨を「３

⑴提出場所」に電話で御連絡ください。また、持参

による提出は受け付けておりませんので、御注意く

ださい。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月４日（金）の午前９時からから２月

９日（水）の午後５時まで（必着）

　⑶�　回答方法

　　ア　回答予定日

　　　�　令和４年２月14日（月）までに回答する予定で

す。

　　イ　回答方法

　　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付した者全員

へ電子メール又はＦＡＸによって回答書を交付

（送信）します。また、回答後の再質問の受付は

行いませんので、御了承ください。

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、次の⑵

の提出日時に持参してください。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、郵便入札とす

る場合があります。この場合は、競争入札参加資

格確認通知書の交付（送信）時にお知らせします。

　　イ　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵�　入札書の提出方法

　　ア　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月17日（木）　午前10時

　　イ　入札書の提出場所

　　　　�川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護

短期大学

　⑶�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑷�　入札金額等

　　�　入札は税抜きの総額で行います。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。

　⑸�　開札の日時及び場所

　　ア　開札日時　

　　　　「７⑵ア　入札書の提出日時」に同じ。

　　イ　開札場所

　　　　「７⑵イ　入札書の提出場所」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
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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ものが行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

　⑻�　再入札の実施

　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。再入札用の入札書も準備のうえ、参加してくだ

さい。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心

得第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者は除きます。

８　入札及び開札に立ち会う者に関する事項

　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入

札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日

は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。ま

た、代表者本人の場合は名刺を持参してください。な

お、開札においては、競争参加資格確認通知書を持参

してください。

９　契約の手続き等

　�　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４年第２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

　　�　免除とします。

　⑵�　前払い金の要否

　　�　前払い金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

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　「３⑴　提出場

所」に同じ。

　⑶�　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」(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�　利用料の支払方法は、半期ごとに履行済み期間の

利用料について契約金額の半額を支払うものとしま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第98号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　　令和４年度文書集配等業務委託

　⑵�　履行期限

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑶�　履行場所

　　�　総務企画局情報管理部行政情報課、本市が指定す

る集配所等

　⑷�　委託概要

　　�　集配車両をもって本市が指定する集配所を巡回

し、信書等を集配する。また、集配所で回収した集

配物等を文書集配棚へ仕分ける。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「倉庫・運送業務」種目「運送業務」で登録さ

れていること。

　⑷�　民間事業者による信書の送達に関する法律（平成

14年法律第99号）第29条に規定する特定信書便事業

の許可を受けており、川崎市内において、同法第２

条第７項第１号の役務の提供ができること。

　⑸�　川崎市又は川崎市近郊に集配に使用する車両の保

管場所があり、当該業務の遂行に支障がないと判断

されること。

　⑹�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４（川

崎市役所第３庁舎３階）

総務企画局情報管理部行政情報課　戸井田、小宮

担当

電話　044－200－2051（直通）

　⑵�　配布及び提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶�　提出書類

　　ア　入札参加申込書

　　イ　民間事業者による信書の送達に関する法律第29

条の規定に基づく特定信書便事業の許可証の写し

　　ウ　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷�　提出方法
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　　�　持参又は郵送とします。�

　　�　いずれの場合も、令和４年２月１日（火）午後５

時までに３⑶に掲げる書類の全てが３⑴に掲げる所

管課へ確実に到着している必要があります。

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

　�　入札参加申込書を提出し、入札参加資格があると認

められた者には、次により一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。なお、川崎市業務委託有資格業

者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを登載し

ている場合、一般競争入札参加資格確認通知書は自動

的に電子メールで配信されます。

　⑴�　交付場所及び問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　交付日時

　　�　令和４年２月３日（木）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶�　入札説明書の交付

　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和４

年１月25日（火）から令和４年２月１日（火）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）縦覧に

供します。

５　仕様等に関する問合せ

　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送信し

てください。

　⑶�　受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）から令和４年２月９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）

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月14日（月）までに、一般競争入札参

加資格確認通知書を交付した全社宛てに、電子メー

ルで送信します。

６　入札参加資格の喪失

　�　入札参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当するときは、この入札に参加することができ

ません。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類について虚偽の記載

をしたとき。

７　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　�　紙入札方式

　　ア　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月21日（月）　午前10時

　　イ　入札書の提出場所

　　　　�川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎４階　総務企画局会議室

　⑵�　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　　７⑴�アと同じ

　⑷�　開札の場所

　　　７⑴�イと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺�　入札書の記載金額

　　�　入札に際しては、契約希望金額から消費税及び地

方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記

載してください。

８　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パ－セントを納

付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　無

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

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

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　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99号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎市議会会議録検索システム運用管理業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市川崎区砂子１－９－３　議会局議事調査部

議事課

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　委託概要

　　�　川崎市議会会議録検索システム運用管理業務の委

託。詳細は「川崎市議会会議録検索システム運用管

理業務委託仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格

　�　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「電算関連業務」、種目「そ

の他の電算関連業務」で登録されていること。

　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。

　⑸�　プライバシーマークを取得していること。

　⑹�　ＩＳＯ�９００1（品質マネジメントシステム）認

証を取得しており、社内に品質保持体制を整え、各

工程に責任者等を適切に設けていること。

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

　　　川崎市川崎区砂子１－９－３　　

　　　議会局議事調査部議事課　担当　井汲、山口

　　　電話　044－200－3373

　⑵�　配布、提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで

　　�　土曜日、日曜日及び休日を除く午前８時30分から

正午まで及び午後１時から午後５時までとします。

　　�　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

　　ウ�　上記「２　一般競争入札参加資格」の⑸及び⑹

を確認できる書類

　⑷�　提出方法

　　�　持参又は郵送（書留又は簡易書留に限る）としま

す。

　　�　ただし郵送の場合は期間最終日午後５時までに必

着とします。

　　※�　提出書類の不備がある場合、必要事項等の確認

ができないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

４　入札説明書及び仕様書の縦覧等

　�　入札説明書及び仕様書は、上記３⑴の場所において

縦覧に供します。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。

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４年２月４日（金）ま

で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、ＦＡＸで入札説明書及び一

般競争入札参加資格確認通知書等を交付します。

６　仕様に関する質問、回答等

　⑴�　連絡先

川崎市川崎区砂子１－９－３　　

議会局議事調査部議事課　　　担当　井汲、山口

電話　044－200－3373

　⑵�　質問書受付期間

　　�　令和４年２月４日（金）午前８時30分から令和４

年２月８日（火）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

　　　電子メール及びＦＡＸに限ります。

　　　電子メール　98gizi@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－3953

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月10日（木）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。
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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

　　�　入札は、総価の金額（税抜き）で行うこととし、

入札書による紙入札方式とします。

　　�　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�　入札書の提出方法

　　�　持参とします。

　⑶�　入札・開札の日時

　　�　令和４年２月16日（水）午後３時

　⑷�　入札・開札の場所

　　�　川崎市役所第２庁舎６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「川崎市議会会議録検索システム運用管理

業務委託仕様書」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４年第２回川崎市

議会定例会における、本調達に係る予算の議決を要

します。

　　　───────────────────

川崎市公告第100号

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度書類発送業務委託

　⑵�　履行期限

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑶�　履行場所

　　�　総務企画局情報管理部行政情報課の窓口

　⑷�　委託概要

　　�　本市から配達を依頼された書類を指定された配達

先へ配達する業務。年間予定数量を基準とした契約

の締結

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

「業種「倉庫・運送業務」種目「運送業務」」に登

録されていること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４（第

３庁舎３階）

総務企画局情報管理部行政情報課　小宮・戸井田

担当

電話　044－200－2051（直通）

　⑵�　配布及び提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時まで）

　⑶�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し

　⑷�　提出方法�

　　�　持参又は郵送とします。

　　�　いずれの場合も、令和４年２月１日（火）午後５

時までに３⑶に掲げる書類の全てが３⑴に掲げる所
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管課へ確実に到着している必要があります。

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

　�　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、一般競争入札参加資格確認通知

書は自動的に電子メールで配信されます。

　⑴�　交付場所及び問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　交付日時

　　�　令和４年２月４日（金）午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで

　⑶�　入札説明書の交付

　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和４

年１月25日（火）から令和４年２月１日（火）まで

（土曜日、日曜日を除く、午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）縦覧に供します。

５　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送信し

てください。

　⑶�　受付期間

　　�　令和４年２月４日（金）午前８時30分から令和４

年２月８日（火）午後５時まで

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月10日（木）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送信します。

６　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　�　紙入札方式

　　ア　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月17日（木）　午後２時30分

　　イ　入札書の提出場所

　　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３

庁舎４階　総務企画局会議室

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　�　７⑴�アと同じ

　⑷�　開札の場所

　　　７⑴�イと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

�　⑹�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺�　入札書の記載金額

　　�　入札に際しては、川崎市競争入札参加者心得第３

条第２項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費

税相当額を含んだ金額を記載してください。

８　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本件に係る予算の議決を要しま

す。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報」の「契約

関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口

　　�　３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第101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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦
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１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎港東扇島他で使用する電力（低圧電力等）の

供給に関する契約

　⑵�　履行場所

　　�　東扇島他

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　上記期間内における単価納入契約の締結

　　�　調達見込数量　約　925,401キロワット時

２　競争入札参加資格に関する事項

　　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て

満たさなければなりません。

　⑴�　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般送配電事業者とし

て許可を得ている者、又は同法第２条の２の規定に

基づき小売電気事業者として登録を受けている者で

あること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種｢その他物

品販売｣種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸�　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹�　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月

１日制定）第４条第２項に基づき、Aランク又はBラ

ンクに格付けされているものであること。

３　競争参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番地１

港湾局川崎港管理センター港湾管理課

電話　　　044－287－6027

ＦＡＸ　　044－287－6038

ｍａｉｌ　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月２日(水)

までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶�　提出方法

　　�　持参又は郵送

４　入札説明書の交付

　�　３により一般競争入札参加申込書の提出を予定して

いる者に、無償で入札説明書を交付します。また、入

札説明書は３⑴の場所において、令和４年１月25日

(火)から令和４年２月２日（水)までの土曜日、日曜

日、休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで縦覧に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付場所

　　�　郵送又は３⑴と同じ場所にて交付

　⑵�　交付日時

　　�　令和４年２月８日(火)　午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

６　仕様書に関する問い合わせ

　�　仕様書の内容に関する質問は、質問書により受け付

けます。

　⑴�　受付場所

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　提出方法

　　�　持参、ＦＡＸ又はメール

　⑶�　受付期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月８日(火)

までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑷�　質問に対する回答

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月15日（火）、

全社に文書をＦＡＸ又はメールにて送付します。ま

た、３⑴の場所において、令和４年２月15日（火）

から同年２月17日（木）までの土曜日、日曜日、休

日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで縦覧に供します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参��加する

ことができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア　持参による入札の場合

　　　ア�　入札日時

　　　　　令和４年２月28日(月)　午前10時30分

　　　イ�　入札場所
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　　　　　�川崎市川崎区東扇島38番地１　川崎市港湾振

興会館　業務棟３階会議室

　　イ　郵送による入札の場合

　　　ア�　入札書の提出期限

　　　　　令和４年２月25日(金)　必着

　　　イ�　入札書の提出先

　　　　　�３⑴と同じ

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　�　８⑴ア(ｱ)と同じ

　⑷�　開札の場所

　　�　８⑴ア(ｲ)と同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　議決の要否

　　�　否

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口

　　�　３⑴と同じ

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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102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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎港東扇島他で使用する電力（定額電灯等）の

供給に関する契約

　⑵�　履行場所

　���東扇島他

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　上記期間内における単価納入契約の締結

　　�　調達見込数量

調達見込数量（ｋＷｈ） 調達見込数量（定額制）

合計204,008（25か所） 20ｗ１灯

40ｗ１灯

100ｗ12灯

200ｗ28灯

300ｗ33灯

500ｗ19灯

800ｗ２灯

50ｖａ２灯

100ｖａ10灯

　　�　詳細は「仕様書」によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　１⑵の場所を含む区域における電気の供給につい

て、電気事業法（昭和39年７月11日法律第170号）

第３条第１項の規定に基づき一般送配電事業者とし

て許可を得ている者、又は同法第２条の２の規定に

基づき小売電気事業者として登録を受けている者で

あること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種｢その他物

品販売｣種目「電気供給」に登載されていること。

　⑸�　調達される電気の品質及び数量について、仕様書

の内容を遵守し、確実に納入することができるとと

もに、アフターサービスを本市の求めに応じて、速

やかに提供できること。

　⑹�　川崎市環境配慮電力入札実施要綱（平成20年10月
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１日制定）第４条第２項に基づき、Aランク又はBラ

ンクに格付けされているものであること。

３　競争参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0869　川崎市川崎区東扇島38番地１

港湾局川崎港管理センター港湾管理課

電話　　　044－287－6027

ＦＡＸ　　044－287－6038

ｍａｉｌ　58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月２日

（水）までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑶�　提出方法

　　�　持参又は郵送

４　入札説明書の交付

　�　３により一般競争入札参加申込書の提出を予定して

いる者に、無償で入札説明書を交付します。また、入

札説明書は３⑴の場所において、令和４年１月25日

(火)から令和４年２月２日（水)までの土曜日、日曜

日、休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後５時15分まで縦覧に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付場所

　　�　郵送又は３⑴と同じ場所にて交付

　⑵�　交付日時

　　�　令和４年２月８日(火)　午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで

６　仕様書に関する問い合わせ

　�　仕様書の内容に関する質問は、質問書により受け付

けます。

　⑴�　受付場所

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　提出方法

　　�　持参、ＦＡＸ又はメール

　⑶�　受付期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月８日(火)

までの土曜日、日曜日、休日を除く午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時15分まで

　⑷�　質問に対する回答

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月15日（火）、

全社に文書をＦＡＸ又はメールにて送付します。ま

た、３⑴の場所において、令和４年２月15日（火）

から同年２月17日（木）までの土曜日、日曜日、休

日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午

後５時15分まで縦覧に供します。

７　入札参加資格の喪失

　　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、

次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア　持参による入札の場合

　　　ア�　入札日時

　　　�　令和４年２月28日(月)　午前10時30分

　　　イ�　入札場所

　　　�　川崎市川崎区東扇島38番地１　川崎市港湾振興

会館　業務棟３階会議室

　　イ　郵送による入札の場合

　　　ア�　入札書の提出期限

　　　�　令和４年２月25日(金)　必着

　　　イ�　入札書の提出先

　　　�　３⑴と同じ

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　�　８⑴ア(ｱ)と同じ

　⑷�　開札の場所

　　�　８⑴ア(ｲ)と同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　議決の要否
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　　�　否

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所において閲覧できます。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口

　　�　３⑴と同じ

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第103号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

競争入札に

付する事項

件　　名 川崎市立看護大学教職員印刷機の賃貸借及び保守管理

履行場所 川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護大学

履行期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで

参 加 資 格

⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種「リース」に登載さ

れていること。

⑷�　平成29年４月１日以降に、本市または他の官公庁、民間企業等と類似の賃貸借の契約実績が

あること。

⑸�　仕様書の内容を遵守し、確実に物品を納入できること。

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担当

（〒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４年２月10日（木）11時　川崎市立看護短期大学

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https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html

・当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会定例会における本調達に係る予算の議決を要

します。

・本件契約は、川崎市契約条例第６条第１号に規定する契約に該当しますので、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減があった場合は、本件契約を変更又は解

除することできます。

・前記を理由に発注者が、本件契約を解除し、受注者に損失が生じた場合は、受注者はその損失の

補償を発注者に対して請求できます。この場合における補償額は、発注者と受注者が協議の上、決

定するものとします。

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

川崎市公告第104号

　　　入　�札　�公　�告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度燃料電池自動車の賃貸借及び保守

　⑵�　履行場所　

　　�　高津区役所公用車車庫

　⑶�　賃貸借期間及び台数

　　�　令和４年11月１日から令和11年10月31日までの84

か月　１台

　⑷�　賃貸借物品の特質等
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　　�　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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿の業種「リース」種目「車両」に登

載されており、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされ

ていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５か年に、本市又は他官公庁において類似の

賃貸借契約の実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

川崎市高津区役所まちづくり推進部総務課　小野

寺

郵便番号　213－8570

住　所　川崎市高津区下作延２－８－１（高津区

役所２階）

電　話　044－861－3121

ＦＡＸ　044－861－3103

E-mail　67soumu@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）午前９時から令和４年２

月４日（金）午後５時まで（正午から午後１時及び

土日を除く）

　⑶�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ�　類似の賃貸借契約実績（契約期間・金額等）を

確認できるものの写し

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限ります。

　　�　提出書類（競争入札参加申込書）は、インターネ

ットからダウンロードすることができます。（「入札

情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄の「入札

公表」の中にあります。）ダウンロードができない

場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布し

ます。（「入札情報かわさき」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

４　仕様書類の閲覧

　�　次により仕様書類を閲覧することができます。

　⑴�　閲覧場所

　　�　上記３⑴に同じ。

　⑵�　閲覧期間

　　�　上記３⑵に同じ。

５　競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和

３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書のメー

ルアドレスに、令和４年２月８日（火）までに一般競

争入札参加資格確認通知書、仕様書等を送付します。

　�　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、令和４年２月８日（火）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）に上記３⑴の場所

において一般競争入札参加資格確認通知書、仕様書等

を交付します。

６　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

　　�　上記３⑴に同じ。

　⑵�　問い合わせ期間

　　�　令和４年２月８日（火）午前９時から令和４年２

月14日（月）午後５時まで（正午から午後１時及び

土日祝日を除く）

　⑶�　問い合わせ方法

　　�　上記５に添付の「質問書」の様式に必要事項を記

入し、質問書記載のＦＡＸ又は電子メールアドレス

宛て送付してください。

　⑷�　回答方法

　　�　質問があった場合の回答は、令和４年２月17日

（木）までに、参加全社宛てにＦＡＸ又は電子メー

ルアドレスにて送付します。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　�　入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に賃貸借期間（84か月）を乗じた額で見積もり

をしてください。なお、入札は所定の入札書をもっ

て行い、入札書は入札件名を記載した封筒にて提出

してください。

　　ア　入札の日時

　　　　令和４年２月22日（火）午後１時30分

　　イ　入札の場所

　　　　�川崎市高津区下作延２－８－１　高津区役所５

階第１会議室

　⑵�　入札書の提出

　　�　持参とします。
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　⑶�　入札保証金

　　�　免除とします

　⑷�　開札の日時

　　�　上記８⑴アに同じ。

　⑸　開札の場所

　　�　上記８⑴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�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９　契約手続等

　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

　　�　免除

　⑵�　前払金

　　�　否

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「 入 札 情 報 か わ さ き 」(https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html)の「契約関係規

程」で閲覧できます。

　⑸�　賃貸借期間は上記１⑶のとおりですが、契約日は

令和４年４月１日を予定しています。

10　契約内容の変更等�

　�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を川崎市は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できるものとし、補償

額は川崎市と落札者が協議して定めるものとします。

11　その他

　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市入札参加者心得等の定めるとこ

ろによります。

　⑶�　支払いについては、毎月払いとします。

　⑷�　詳細は、仕様書によります。

　⑸�　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　⑹�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第105号

　　　入　　札　　公　　告

　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託に関

する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎市こども家庭センター空調設備保守点検委託

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市幸区鹿島田１－21－９　川崎市こども家庭

センター

　⑶�　履行期限

　　�　令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　川崎市こども家庭センターにおける空調設備の保

守点検業務を行う。

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。

　⑶�　ＩＳＯ９００１認証取得をしていること。

　⑷�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登載予定

であること。

　⑸�　建築物環境衛生総合管理業の登録を有すること。

　⑹�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持�管理」種目「空

調・衛生設備保守点検」で登載予定であること。

　⑺�　過去５年間（平成29年度以降）で本市又はその他

の官公庁と類似委託業務の契約があり、かつ誠実に

履行した実績を有すること。ただし、１契約で200

万円以上の契約実績に限る。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。�

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　�川崎市幸区鹿島田１－21－９　川崎市こども家庭

センター

　　　電話　044－542－1234（代表）

　　　※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホー
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ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）

　　�　９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶�　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷�　提出書類

　　ア　２　一般競争入札参加資格に関する事項の⑶を

証明する書類

　　イ　２　一般競争入札参加資格に関する事項⑸を確

認できる書類

　　ウ　２　一般競争入札参加資格に関する事項⑺の契

約内容を確認できる契約書等の写し

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　�　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等を令

和４年２月７日（月）までに交付します。

　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴　交付場所　３�　競争入札参加申込書の配布、提出

及び問い合わせ先⑴と同じ

　⑵　交付日時　�令和４年２月７日（月）９時から16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４年２月７日（月）から令和４年２月10日

（木）

　　�　９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶�　質問受付方法

　　ア　電子メール　　45katei@city.kawasaki.jp

　　イ　FAX　　　　 　044－542－1728

　　ウ　持参　　　　　�３　競争入札参加申込書の配布、

提出及び問い合わせ先⑴に同じ

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月15日（火）

　　�　全社へ文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６　競争入札参加資格の喪失

　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に２一般競争入札参加資格に関する事項の

各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月21日（月）10

時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市幸区鹿島田１－21－

９

　　　　　　　　　　　　　�川崎市こども家庭センター

４階　研修室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし

ます。）

　　　　　　　　　　　　　�（当日、こども家庭センタ

ーの駐車場は使用できませ

ん。）

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を、落札者とします。

　⑺�　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　　免除

　⑵�　契約書の作成　　　　要

　⑶�　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

９　その他

　⑴�　詳細は入札説明書によります。

　⑵�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第106号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名（賃貸借物品）

　　　�川崎市こども家庭センター小型乗用自動車の賃貸
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借及び保守

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市幸区鹿島田１－21－９　川崎市こども家庭

センター

　⑶�　履行期限

　　�　令和４年８月１日から令和10年７月31日まで

　⑷�　賃貸借物品の特質

　　�　仕様書による

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市「製造

の請負・物件の供給等有資格業者名簿」の業種「リ

ース」種目「車両」に登載されており、かつ、Ａ又

はＢの等級に格付けされていること。

　⑷�　この調達物品について、本市または他官公庁にお

いて類似の契約実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わせ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書を提出してください。�

　⑴�　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　　�川崎市幸区鹿島田１－21－９　川崎市こども家庭

センター

　　　電話　044－542－1234（代表）

　　　※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー

ドできます。

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）

　　�　９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

　⑶�　提出方法　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　類似業務の履行実績資料

４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の

交付

　�　競争入札参加申込書を提出し、競争参加資格がある

と認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等を令

和４年２月７日（月）までに交付します。

　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際

に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ

ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい

ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。

　⑴�　交付場所　�３　競争入札参加申込書の配布、提出

及び問い合わせ先⑴と同じ

　⑵�　交付日時　�令和４年２月７日（月）９時から16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４年２月７日（月）から令和４年２月10日

（木）

　　�　９時から16時まで（12時から13時の間は除く）

　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により

提出してください。

　⑶�　質問受付方法

　　ア　電子メール　　45katei@city.kawasaki.jp

　　イ　FAX　　　　 　044－542－1728

　　ウ　持参　　　　　�３　競争入札参加申込書の配布、

提出及び問い合わせ先⑴に同じ

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月15日（火）

　　�　全社へ文書（電子メール又はＦＡＸ）にて送付し

ます。

６　競争入札参加資格の喪失

　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に２一般競争入札参加資格に関する事項の

各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載

をしたとき。

７　入札手続等

　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて

行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月18日（金）10

時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市幸区鹿島田１－21－

９

　　　　　　　　　　　　　�川崎市こども家庭センター

４階　研修室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし

ます。）

　　　　　　　　　　　　　�（当日、こども家庭センタ

ーの駐車場は使用できませ

ん。）

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定方法　　

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を、落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。
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　⑺�　入札の無効　　　　　

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８　契約手続等

　⑴�　契約保証金　　　　

　　�　川崎市契約規則第33号各号の規定により免除とし

ます。

　⑵�　契約書の作成　　　　要

　⑶�　契約規則等の閲覧　��

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧できます。

９　契約内容の変更

　�　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�　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�　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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107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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　��　　　多摩市民館総合管理運営業務委託

　⑵�　履行場所　　　�川崎市多摩区登戸1775番地１　多

摩市民館

　⑶�　履行期限　　　�令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている

者

　⑵�　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　ア　業種　19「施設維持管理」　種目　99「その他

維持管理」

　　イ　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31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

〒214-8570　川崎市多摩区登戸1775番地１

多摩市民館

電話　　044－935－3333

ＦＡＸ　044－935－3398

電子メール　88tamasi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月２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。（土曜日及び日曜日を除く）

　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 」(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
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は、令和４年２月８日(火)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４年２月１日（火）から２月９日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア　電子メール　88tamasi@city.kawasaki.jp

　　イ　ＦＡＸ　　　044－935－3333

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月15日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者（審査

の結果、入札参加資格があると認められなかった者

を除く。）あて電子メールで送付します。なお、電

子メールの登録を行っていない場合は、ＦＡＸで送

付します。

７　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４年２月24日(木)　午後１時30分

　　イ　入札場所

　　　　�川崎市多摩区登戸1775番地１　多摩市民館４Ｆ

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」を御覧ください。

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４年第２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
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す。

　　　───────────────────

川崎市公告第108号

　　　入　　札　　公　　告�

　教育文化会館大師分館保守警備業務委託契約に関する

一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　教育文化会館大師分館保守警備業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市川崎区大師駅前１－１－５　川崎大師パー

クホームズ

　⑶�　履行期限

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　委託業務仕様書による

２　入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。�

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。�

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種16「警備」の種目02「人的警備」に登載されて

いること。�

　⑸�　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

３　入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0802

川崎市川崎区大師駅前１－１－５川崎大師パーク

ホームズ２階　受付

電話：044－266－3550

ＦＡＸ：044－266－3554

電子メール：88daisi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31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

　　　※�　入札参加申込書の様式について、電子メール

での配布を希望される場合、３⑴の電話番号及

びメールアドレスへ御連絡ください。（電話と

メール、両方への連絡が必須です）

　⑶�　提出方法

　　�　持参

　⑷�　提出書類

　　ア　入札参加申込書

　　イ　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４　入札説明書の交付

　�　３により入札参加申込書を提出した者に、無償で入

札説明書を交付します。

　�　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和４年

１月25日（火）から令和４年１月31日（月）まで縦覧

に供します。

　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　入札参加申込書を提出した者には、令和４年２月１

日（火）午後５時までに令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て資格確認通知書を送付します。な

お、電子メールアドレスの登録を行っていない場合

は、次により資格確認通知書を交付します。�

　⑴�　交付場所�

　　�　３⑴と同じ�

　⑵�　交付日時�

　　�　令和４年２月１日（火）�

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月１日（火）から令和４年２月４日

（金）までの下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴の場所

まで持参、電子メールアドレス又はＦＡＸにて送付

してください。

　　�　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。
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　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和

４年２月８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４年２月１日（火）に、資格確認通知書の交付を

受けた者（審査の結果、入札参加資格があると認め

られなかった者を除く。）へＦＡＸ又は電子メール

にて送付します。尚、回答を受信した旨を３⑴の所

管課まで電話連絡願います。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類について虚偽の記載

をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア　持参による入札

　　　ア�　入札日時

　　　　　令和４年２月24日（木）　午後２時30分

　　　イ�　入札場所

　　　　　�川崎市川崎区富士見２－１－３　川崎市教育

文化会館　第１学習室

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　�　８⑴アアと同じ

　⑷�　開札の場所

　　�　８⑴アアと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第109号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　�川崎市老人福祉電話相談センター運営

事業委託

　⑵�　履行場所　川崎市内

　⑶�　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

　⑷�　業務概要　老人福祉電話相談センターの運営業務

２　競争入札参加資格

　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たし

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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格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」で登録されている者。

　⑷�　本市又は他の政令指定都市において、コールセン

ター運営業務の契約実績（元請に限る。）を令和２

年４月１日以降に有すること。

　⑸�　「ISO/IEC27001」情報セキュリティマネジメント

システムの認証を有している、若しくは一般財団法

人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク

制度の認定を受けていること。

３　入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先
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　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。

　⑴�　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

　　ウ　「ISO/IEC27001」情報セキュリティマネジメン

トシステムの認証を有している、若しくは一般財

団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシー

マーク制度の認定を受けていることを証する書類。

　　　※�　入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入

札情報かわさき」内の「入札情報（委託の財政

局側の入札公表）」にある該当件名からダウン

ロードできます。

　⑵�　配布・提出場所及び問合せ先

〒212-0013

川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西

館10階

健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課

電　話�044-200-2677（直通）

ＦＡＸ�044-200-3926

E-mail�40zaitak@city.kawasaki.jp

　⑶�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31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（ただし、正午から午

後１時を除く）

　⑷�　提出方法

　　�　郵送（提出期間内必着）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、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、確認通知書を申

請申込締切日後２日以内に送付します。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。

　※�　入札説明書の交付

　入札説明書は３⑵の場所において、３⑶の期間で

縦覧に供します。また、川崎市ホームページ「入札

情報かわさき」内の「入札情報（委託の財政局側の

入札公表）」にある該当件名からダウンロードでき

ます。　

　なお、委任先メールアドレスを登録している場合

は、確認通知書とともに電子メールで送付します。

５　仕様書等に関する質問

　⑴�　質問書の提出場所及び提出方法

　　�　３⑵と同じ。持参又は電子メール。

　⑵�　質問書の受付期間

　　�　令和４年２月４日（金）から令和４年２月７日

（月）まで

　　�　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�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　　※�　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」内の

「入札情報（委託の財政局側の入札公表）」にあ

る該当件名からも様式をダウンロードできます。

　⑷�　回答日

　　�　令和４年２月９日（水）

　⑸�　回答方法

　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、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、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。回

答後の再質問は受付しません。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。

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�　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

　　ア　入札は、「川崎市老人福祉電話相談センター運

営事業委託」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提出して

ください。

　なお、１回で落札しない場合は、落札するまで

直ちに再入札を２回、計３回の入札を行いますの

で、その分の入札書と封筒を用意してください。

　　ウ　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し

た金額でもって落札価格とするので、入札者は税

抜きの金額を入札書に記載してください

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札日時　�令和４年２月17日（木）午前10時00

分

　　イ　�入札場所　

　〒212-0013

　�川崎市幸区堀川町580番地�ソリッドスクエア西

館10階　健康福祉局会議室10D
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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

　　�　免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８　契約手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ「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�　詳細は、入札説明書によります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は３⑵に同じです。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本業務にかかる予算の議決を要

します。

　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に定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第110号

　　　入　　札　　公　　告

　教育文化会館総合管理運営業務委託契約に関する一般

競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　教育文化会館総合管理運営業務委託

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市教育文化会館（川崎市川崎区富士見２－１

－３）

　⑶�　履行期限

　　�　令和４年４月１日から令和５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

地域区分「市内」で登録されている者。�

　⑵�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑶�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。�

　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�　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「その他維持管理」で登

録されている者。

　⑹�　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

　⑺�　警備業法に基づく認定を受けている者。

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。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0011

川崎市川崎区富士見２－１－３　川崎市教育文化

会館　１階受付

電話：044－233－6361

ＦＡＸ：044－244－2347

E-Mail：88kyobun@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）までの下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　�　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　　　※�　競争入札参加申込書の様式について、電子メ

ールでの配布を希望される場合、３⑴の電話番

号及びメールアドレスへ御連絡ください。（電

話とメール、両方への連絡が必須です）

　⑶�　提出方法

　　�　持参

　⑷�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ�　２⑹に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

　　ウ�　警備業法に基づく認定証の写し（有効期限内の

もの）
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４　入札説明書の交付

　�　３により競争入札参加申込書を提出した者に、無償

で入札説明書を交付します。

　�　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和４年

１月25日（火）から令和４年１月31日（月）の午前９

時から正午までと午後１時から午後５時まで縦覧に供

します。

　�　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５　競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　競争入札参加申込書を提出した者には、令和４年２

月１日（火）午後５時までに令和３・４年度川崎市業

務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電

子メールアドレス宛て競争入札参加資格確認通知書を

送付します。なお、電子メールアドレスの登録を行っ

ていない場合は、次により競争入札参加資格確認通知

書を交付します。�

　⑴�　交付場所�

　　�　３⑴と同じ�

　⑵�　交付日時�

　　�　令和４年２月１日（火）�

　　　�午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月１日（火）から令和４年２月４日

（金）までの下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　�　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴の提出

場所に持参、又はＦＡＸ・電子メールにて送付して

ください。

　　�　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和

４年２月８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４年２月８日（火）に、競争入札参加資格確認通

知書の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格

があると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又

は電子メールにて送付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア　持参による入札

　　　ア�　入札日時

　　　　　令和４年２月24日（木）午後３時30分

　　　イ�　入札場所

　　　　　�川崎市川崎区富士見２－１－３　川崎市教育

文化会館　第１学習室

　　　　　※　駐車場の用意はありません。

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　�　８⑴アアと同じ

　⑷�　開札の場所

　　�　８⑴アイと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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�　特定業務委託契約（公契約）

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

（公契約）に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。下請も含め、市

の定める基準（作業報酬下限額）を下回らない賃金

を労働者に支払っていただくことが契約条項に加わ

ります。

　　�　下請も含めて契約に違反した場合には受注者の責

任となり、場合によっては契約解除となる可能性も

ありますので、入札に臨まれる際には十分に御注意

ください。

　　�　詳しくは、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」の川崎市契約条例、川崎市契約規則及び「特

定工事請負契約及び特定業務委託契約に関する手引

き」を御確認ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札

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

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑸�　教育文化会館は貸館利用者用の駐車場しかありま

せんので、来館される際はご注意ください。

　⑹�　事情により入札を延期、または取りやめる場合が

あります。�

　　　───────────────────

川崎市公告第111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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　　麻生市民館総合管理運営業務委託

　⑵�　履行場所　　　�川崎市麻生区万福寺１－５－２　�

麻生市民館ほか

　⑶�　履行期限　　　�令和４年４月１日から令和５年３

月31日まで

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている

者。

　⑵�　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目に全て登載され

ていること。

　　ア�　業種　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」

　　イ　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31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４年１月25日(火)から令和４年２月２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
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　　�　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４年２月８日(火)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４年２月１日（火）から２月９日（水）まで

の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

までとします。

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷�　質問受付方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸによります。

　　ア　電子メール　88asaosi@city.kawasaki.jp

　　イ　ＦＡＸ　　　044－951－1650

　⑸　回答方法

　　�　令和４年２月15日（火）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者（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

　�　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４年２月24日(木)　午後３時30分

　　イ　入札場所

　　　　�川崎市多摩区登戸1775番地１　多摩市民館４Ｆ

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
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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４年第２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112号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名

　　�　令和４年度国民健康保険料還付金に係る帳票作成

及び封入封緘等業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　各区役所保険年金課及び支所区民センター

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　仕様書によります。

２　一般競争入札参加資格

　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「その他業務」種目「その

他」で登録されていること。

　⑷�　本市国民健康保険システム（ＮＥＣ製「ＣＯＫＡ

Ｓ－Ｘ」を使用）で取り扱う以下のフォントを正し

く印字できる環境を有していること

　　ア　川崎市明朝（川崎市独自フォント）

　　イ�　川崎市明朝用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　ウ　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ�　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※�　上記アからエのフォントを表示するソフトウ

ェアとして「ＦｏｎｔＡｖｅｎｕｅ外字コント

ロール2000」（ＮＥＣ製）がある。

　　　※�　上記アからエのフォントファイル（拡張

子：．ＴＴＦ／．ＴＴＥ）について、配布する。

　⑸�　令和２年４月１日以降に、本市または同規模程度

の官公庁（政令指定都市等）において、類似の業務

（一度に扱うデータ件数が500件程度となる封入物

を作成し、封入封緘する業務）に関する契約実績が

あり、問題なく履行したこと。

３　一般競争入札参加申込書の配付及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配付・提出場所

〒210-0005　川崎市川崎区東田町８番地　パレー

ル三井ビル12階

�川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課　担当：

澤田

電話：044-200-2636　FAX：044-200-3930

MAIL：40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵�　配付・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）まで（土曜日、日曜日除く）

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　実績調書

　　ウ　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　　�　なお、この入札に参加を希望する者は、提出さ

れた書類等に関し説明を求められたとき又は資料

の追加を求められたときはこれに応じなければな

りません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限ります。

　　�　入札参加申込書、実績調書、仕様書、その他本入

札に必要となる様式及び資料は、インターネットか

らダウンロードすることができます。（「入札情報か

わさき」→「入札情報」→「入札情報（入札公表・

落札結果）」→物品欄の「入札公表」の中にありま

す。）

　　�　ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期

間に、３⑴の場所で配布します。

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争参加申込書を提出し、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任先メールアドレスに、一般
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競争入札参加資格確認通知書を令和４年２月２日

（水）までに送付します。なお、当該委任先メールア

ドレスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

５　仕様書・入札に関する問合せ

　⑴�　問合せ場所

　　�　上記３⑴と同じ

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月２日（水）から令和４年２月７日

（月）まで（土曜日、日曜日除く）

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶�　問合せ方法

　　�　「入札公表」からダウンロードした「質問書」の

様式に必要事項を記入し、上記３⑴のＦＡＸまたは

電子メールアドレスあて送付してください。なお、

質問書を送付したときは、その旨を担当まで電話で

御連絡ください。

　⑷�　回答

　　�　質問に対する回答は、全ての質問及び回答を一覧

表にした質問回答書を、令和４年２月10日（木）午

後５時15分までに、一般競争入札参加資格確認通知

書を交付した全ての者に対し、入札参加申込書記載

の電子メールアドレスに送付します。なお、回答後

の再質問は受け付けません。

６　一般競争入札参加資格の喪失

　�　次のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加

資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　⑴�　入札方法

　　ア　入札は、消費税及び地方消費税を除いた単価の

合計で行います。

　　イ　入札参加者は、消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、仕様書の「２　

予定数量」に記載された項目ごとに消費税及び地

方消費税に相当する金額を除いた単価を見積り、

各単価を合計した金額を入札書に記載してくださ

い。

　　ウ　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

各項目に対応する単価を記入した単価契約一覧表

を必ず添付してください。

　　エ　入札書及び単価契約内訳書は、封筒に入れ、封

印して提出してください。

　　オ　１回目の入札で落札者が無い場合は、直ちに再

度入札を２回、計３回の入札を行いますので、再

入札用の入札書及び積算内訳書を準備のうえ、参

加してください。なお、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。

　⑵�　入札書の提出日時・場所�

　　�　令和４年２月17日（木）午後２時

　　　�川崎市川崎区東田町８番地　パレール三井ビル12

階

　　　�川崎市健康福祉局医療保険部会議室（A）

　⑶�　入札書の提出方法

　　�　持参によります。

　⑷�　入札保証金

　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　⑸�　開札の日時・場所

　　�　上記７⑵に同じ。

　⑹�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札の無効�

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻�　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、一般競争参

加資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参

してください。また、名刺を持参してください。

　　�　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。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ので、委任状

を持参してください。

８　契約手続等

　⑴�　契約予定日及び着手予定日

　　�　令和４年４月１日（金）

　⑵�　契約保証金�

　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免

除します。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。なお、契約単価は消費税及び地方

消費税を含まないものとし、委託料支払いのときに

加算するものとします。

　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�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
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語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、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４年第２回川崎市議

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113号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度川崎市国民健康保険レセプト内容点検

及び再審査申出等業務委託

　⑵�　納入場所及び履行場所

　　�　納入場所、画像レセプト確認及び再審査申出に係

る履行場所は、川崎市健康福祉局医療保険課とす

る。ただし、点検業務に係る履行場所は受注者が用

意する。

　⑶�　履行期間

　　�　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷�　委託概要

　　�　川崎市国民健康保険レセプト内容点検及び再審査

申出の実施。「令和４年度川崎市国民健康保険レセ

プト内容点検及び再審査申出等業務委託仕様書」に

よる。

２　一般競争入札参加資格

　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「電算関連業務」・種目

「その他の電算関連業務」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　令和２年４月１日以降に、本市又は他官公庁にお

いて類似の業務（一月に扱うレセプト件数が概ね

３万件以上あり、内容点検及び再審査申出まで行う

業務）に関する契約実績があること。

　⑸�　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ

２７００１（ＪＩＳ�Ｑ�２７００１）認証を取得し

ていること。

３�　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　�　入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加

申込書、実績調書、２⑷の契約実績を証する書類、２

⑸を証する登録証の写しを提出しなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地�パレー

ル三井ビル12階

川崎市役所健康福祉局医療保険部医療保険課（担

当　堤）

電話��044－200－2634（直通）

ＦＡＸ　044－200－3930

E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　実績調書

　　イ　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　ウ�　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ

２７００１（ＪＩＳ�Ｑ�２７００１）認証を取得

していることを証する登録証の写し（有効期限内

のもの）

　⑷�　提出方法

　　�　持参による提出とし、郵送は認めません。

　⑸�　その他

　　�　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書等

は、「 入 札 情 報 か わ さ き 」（https://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。なお、ダ

ウンロードができない場合等に対応するため、３⑴

の場所において３⑵の期間、配布も行います。

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

　　ア　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録しているもの

には、令和４年２月２日（水）までに一般競争入

札参加資格確認通知書を送付します。

　　イ　当該委託先メールアドレスを登録していない者

には、令和４年２月２日（水）の午前９時から正

午までに上記３⑴の場所において一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　⑵�　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先
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　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問い合わせ期間

　　�　令和４年２月２日（水）から令和４年２月７日

（月）まで

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶�　問い合わせ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当あて電話連絡してください。�

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

入札参加資格があると認められたすべての者に対

し、令和４年２月10日（木）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　�　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６　入札参加希望者に求められる義務

　�　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７　一般競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札書等の提出方法

　　�　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア　入札日時

　　　　令和４年２月17日（木）午後３時30分

　　イ　入札場所

　　　　�〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地（パ

レール三井ビル）

　　　　�パレール三井ビル12階　健康福祉局医療保険部

会議室（Ａ）

　⑵�　入札方法

　　ア　入札は、単価に予定数量を乗じた金額の合計

（総価）によって行います。ただし、契約する際

の単価は、その者が積算内訳書に記載した単価と

なります。

　　イ　入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方

消費税を除いた金額とします。

　　ウ　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価、数量、単価に数量を乗じた金額及び合計

金額を記載した「積算内訳書」を必ず添付してく

ださい。

　　エ　入札書及び積算内訳書は、封筒に入れ、封印し

て提出してください。

　　オ　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書及

び積算内訳書を用意してください。

　⑶�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査等を行う場合があります。

　⑷�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑸�　開札の日時

　　�　８⑴アに同じ

　⑹�　開札の場所

　　�　８⑴イに同じ

　⑺�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑻�　再入札の実施

　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。

　⑼�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　

　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９　契約手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」

（https://www.city.kawasaki.jp/233300/）の「契

約関係規定」において閲覧することができます。

10　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

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

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑷�　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第114号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度川崎市国民健康保険高額療養費帳票作

成等業務委託

　⑵�　履行場所

　　　川崎市健康福祉局医療保険課及び受注者社屋等

　⑶�　履行期間

　　�　契約締結日から令和５年３月31日まで

　⑷�　委託概要

　　�　「令和４年度川崎市国民健康保険高額療養費帳票

作成等業務委託仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格者に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に、業種「その他業務」・種目「そ

の他」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　本市国民健康保険システムで取り扱う以下のフォ

ントを正しく印字できる環境を有していること。

　　ア　川崎市明朝（川崎市独自フォント）

　　イ　川崎市明朝用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　ウ　川崎市拡張フォント（川崎市独自フォント）

　　エ　川崎市拡張用外字フォント（川崎市独自フォン

ト）

　　　※�　上記アからエのフォントを表示するソフトウ

ェアとして「ＦｏｎｔＡｖｅｎｕｅ外字コント

ロール2000」（ＮＥＣ製）があります。

　　　※�　上記アからエのフォントについて、編集可能

なデータ形式（拡張子：.TTF ／ .TTE）で配布

することが可能です。

　⑸�　令和２年４月１日以降に、本市または同規模程度

の官公庁（政令指定都市等）において、類似の業務

（一度に扱うデータ件数が5,000件以上となる封入

物の作成及び印字業務）に関する契約実績があるこ

と。

　⑹�　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ

２７００１（ＪＩＳ�Ｑ�２７００１）認証を取得し

ていること。

３　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出先

　�　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札

参加申込書、実績調書、２⑸の契約実績を証する書類

及び２⑹を証する登録証の写しを提出しなければなり

ません。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地（パ

レール三井ビル12階）

川崎市役所健康福祉局医療保険部医療保険課（担

当　荒井）

電話��044－200－2634（直通）

ＦＡＸ　044－200－3930

E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）まで

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　実績調書

　　ウ　契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　　エ　プライバシーマーク又はＩＳＯ／ＩＥＣ

２７００１（ＪＩＳ�Ｑ�２７００１）認証を取得

していることを証する登録証の写し（有効期限内

のもの）

　⑷�　提出方法

　　�　持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑸�　その他

　　�　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書等

は、「入札情報かわさき」において、本件の公表情

報詳細のページからダウンロードできます。なお、

ダウンロードができない場合等に対応するため、３

⑴の場所において３⑵の期間、配布も行います。

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が

あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認

通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

　　ア　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に
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は、令和４年２月２日（水）までに一般競争入札

参加資格確認通知書を送付します。

　　イ　当該委託先メールアドレスを登録していない者

には、令和４年２月２日（水）の午前９時から正

午までに上記３⑴の場所において一般競争入札参

加資格確認通知書を交付します。

　⑵�　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦

覧に供します。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問い合わせ期間

　　�　令和４年２月２日（水）から令和４年２月７日

（月）まで

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶�　問い合わせ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

電子メールアドレス又はＦＡＸ番号あて送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴

の担当宛て電話連絡してください。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で

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４年２月10日（木）までに、電子メール又

はＦＡＸにて送付します。

　　�　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を

受けていない者からの質問に関しては回答を行いま

せん。

６　入札参加希望者に求められる義務

　�　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等

に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。

７　一般競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽

の記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札書等の提出方法

　　�　持参による入札とし、郵送は認めません。

　　ア　入札日時

　　　　令和４年２月17日（木）午後１時

　　イ　入札場所

　　　　�〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地（パ

レール三井ビル12階）

　　　　川崎市役所健康福祉局医療保険部会議室（Ａ）

　⑵�　入札方法

　　ア　入札は、単価で行います。入札書に記載する入

札金額は、１件あたりの見積単価の合計（消費税

額及び地方消費税額を含めないこと。）を記載し

てください。

　　イ　入札は、所定の入札書をもって行います。また、

入札書に当該入札に係る仕様書の各項目に対応す

る単価金額を記入した単価契約一覧表を必ず添付

してください。（後日、競争参加資格確認通知書

と合わせて、電子メールで送付します。）

　　ウ　入札書は、封筒に入れ、封印して提出してくだ

さい。

　　エ　１回目で落札しない場合は、再度入札を２回、

計３回の入札を行いますので、その分の入札書を

用意してください。

　⑶�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査等を行う場

合があります。

　　�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額に課される消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方

消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載

するものとします。ただし、別途指示があったもの

については、それに従うものとします。

　⑷�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑸�　開札の日時

　　�　８⑴アに同じ

　⑹�　開札の場所

　　�　８⑴イに同じ

　⑺�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

　⑻�　再入札の実施

　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま

す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加

者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち

会わない者を除きます。

　⑼�　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
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　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代

理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立

ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会

いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を

提出してください。また、一般競争入札参加資格確

認通知書を必ず持参してください。

９　契約手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　　　※　契約は単価契約となります。

　⑶�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」において閲覧することができます。

10　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　⑷�　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は

取りやめる場合があります。

　　　───────────────────

川崎市公告第115号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�令和４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

業務委託

　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４年４月１日から令和４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�　令和３・４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�　令和元年度（平成31年度）から令和３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４年１月25日(火)から令和４年１月31日(月)

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)

　　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
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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４年１月25日(火)から令和４年１月31日(月)

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４年２月３日（木）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４年２月４日（金）から令和４年２月８日

（火）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４年２月10日（木）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４年２月17日（木）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

　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�
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　　�　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」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４年第２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116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４年１月25日�

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項�

　⑴�　件名�

　　�　川崎市認知症サポーターキャラバン事業事務局委

託

　⑵�　履行場所�

　　�　川崎市内（事務局は受託事業所等に置く）

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３

年間とする

　⑷�　業務概要�

　　　　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はないこと。�

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿の業

種「その他業務」種目「その他」に登録されている

こと。

　⑷�　過去３年以内に本市または他の地方公共団体にお

いて、本業務に類似した業務の受託をした実績を有

し、かつ、この業務委託について確実に遂行できる

こと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。�

　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10階�

川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室　　担当：

木村

電話：044－200－0207　　　　� ＦＡＸ：044－

200－3926　

電子メール：40keasui@city.kawasaki.jp�

　⑵�　配布及び提出期間�

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで

　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　　�　午前９時からから午後５時までとします。�（ただ

し正午～午後１時を除く）

　⑶�　�提出書類

　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ　類似の契約実績を証する書類

　⑷�　提出方法�

　　�　持参及び郵送とします。（郵送の場合、提出期間

内の到着を必要とします）�

４　競争入札参加資格確認通知書の交付�

　�　上記３により、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、電子メールで配信します。�

　⑴�　交付日時�

　　�　令和４年２月８日（火）

　　�　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）

　⑵�　交付場所

　　�　３⑴に同じ�

　⑶�　入札説明書の交付�

　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市の公式ウェブサイト
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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。

　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配布及び提出場所」に同じ�

　⑵�　質問受付期間�

　　�　令和４年２月８日（火）から令和４年２月10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」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　�40keasui@city.kawasaki.jp�

　⑸�　回答方法�

　　�　令和４年２月14日（月）��

　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた

者に、電子メールにて回答します。�

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�　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、当該業務の３年間の総価で行います。入

札（見積）書に記載する金額は、消費税及び地方消

費税を含まない金額で算出し、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４年２月25日（金）�午後２時�

　　イ　入札・開札場所�

　　　　〒212－0013�

　　　　�川崎市幸区堀川町580番地�ソリッドスクエア西

館12階　健康福祉局会議室�

　⑶�　入札書の提出方法�

　　�　持参とします。

　⑷�　入札保証金�

　　�　免除とします。�

　⑸�　落札者の決定方法�

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。�

　⑹�　入札の無効�

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

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�

　　　要（10％）とします。

　⑵�　�契約書作成の要否�

　　　必要とします。�

　⑶�　�契約条項等の閲覧�

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイト

の「入札情報かわさき」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�　この契約の詳細は、入札説明書によります。�

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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117号

　　　入　　札　　公　　告�

　教育文化会館田島分館保守警備業務委託契約に関する

一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　教育文化会館田島分館保守警備業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市教育文化会館田島分館（川崎市川崎区追分

町16番１号　カルナーザ川崎４階）

　⑶�　履行期限

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　別紙仕様書による

２　入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されている者。�

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡�

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。�

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
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業種16「警備」の種目02「人的警備」に登載されて

いること｡�

　⑸�　過去２年以内に本市又は他官公庁において、本委

託業務の内容及び規模を同程度とする契約実績を有

すること。ただし、発注者と直接契約を締結し履行

した元請としての実績に限る。

３　入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　�配布・提出場所

〒210－0835

川崎市川崎区追分町16番１号　カルナーザ川崎４

階　受付

電話：044－333－9120

ＦＡＸ：044－333－9770

E-Mail：88tazima@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）までの下記の時間

　　�　午前９時から午後５時まで

　⑶�　提出方法

　　�　持参

　⑷�　提出書類

　　ア　入札参加申込書

　　イ　２⑸に示す実績が確認できる契約書の写し又は

契約履行証明書（任意の様式）及び仕様書の写し

４　入札説明書の交付

　�　３により入札参加申込書を提出した者に、無償で入

札説明書を交付します｡

　�　なお、入札説明書は３⑴の場所において、令和４年

１月25日（火）から令和４年１月31日（月）まで縦覧

に供します｡

　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。（http://

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

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　入札参加申込書を提出した者には、令和４年２月１

日（火）午後５時までに令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す｡なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。�

　⑴�　交付場所�

　　�　３⑴と同じ�

　⑵�　交付日時�

　　�　令和４年２月１日（火）�

　　�　午前９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４年２月１日（火）から令和４年２月４日

（金）までの下記の時間午前９時から午後５時まで

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」にて、３⑴のＦＡ

Ｘ番号又は電子メールアドレス宛て送付してくださ

い。

　　�　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質

問書」を送信した旨を３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和

４年２月８日（火）の午前９時から午後５時まで縦

覧に供するとともに、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４年２月24日（木）　午後３時

　　イ　入札場所

　　　　�川崎市川崎区富士見２－１－３　川崎市教育文

化会館４階　第１学習室

　⑶�　入札書の提出方法

　　　　持参とします。
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　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

格をもって有効な入札を行った者を落札者としま

す。ただし、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

　　�　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入

札情報　かわさき」（http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　詳細は、入札説明書によります｡

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第118号

　　　入　　札　　公　　告

　幸市民館日吉分館保安警備業務委託に関する一般競争

入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長�　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　幸市民館日吉分館保安警備業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市幸市民館日吉分館

　　�　（川崎市幸区南加瀬１－７－17日吉合同庁舎３階）

　⑶�　履行期限

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　仕様書のとおり

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」かつ企業規模「中小企業」で登録

されている者。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種16「警備」の種目02「人的警

備」に登載されていること｡

　⑸�　本委託業務の遂行にあたり、仕様書の内容を遵守

し、確実に業務を遂行できること。

　⑹�　過去２年以内（令和２年４月１日以降）に本市又

は他官公庁（国及び地方自治体）において、本委託

業務の内容及び規模をほぼ同じくする契約実績を有

すること。ただし発注者と直接契約を締結し履行し

た元請としての実績に限る。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出先

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒212－0055　川崎市幸区南加瀬１－７－17

日吉合同庁舎３階　幸市民館日吉分館　受付

電話��044－587－1491

FAX�　044－587－1494

E-mail　88hiyosi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年１月31日(月)

まで

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　�　（ただし、土曜日及び日曜日を除く）

　⑶�　提出方法

　　�　持参に限ります。

　⑷�　提出書類

　　ア　競争参加申込書

　　イ　上記２⑹に示す実績が確認できる契約書の写し
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及び仕様書の写し

４　入札説明書の交付�

　�　３により競争入札参加申込書を提出した者に、入札

説明書を配付します｡

　�　なお、入札説明書は、上記「３⑴配布・提出場所及

び問合せ先」の場所において、上記「３⑵　配布・提

出期間」に縦覧に供するとともに、川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」の「入札情報」で閲覧する

ことができます。�

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付�

　�　競争参加申込書を提出した者には、令和４年２月８

日（火）午後５時までに令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メ

ールアドレス宛て競争参加資格確認通知書を送付しま

す｡なお、電子メールアドレスの登録を行っていない

場合は、次により競争参加資格確認通知書を交付しま

す。�

　⑴�　交付場所�

　　�　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じ�

　⑵�　交付日時�

　　�　令和４年２月１日（火）�

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

６　仕様に関する問合せ�

　⑴�　問合せ先�

　　�　上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」に同じ。�

　⑵�　質問受付期間�

　　�　令和４年２月１日（火）から令和４年２月４日

（金）まで

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　�　（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　⑶�　問合せ方法�

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。�

　⑷�　質問受付方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」にて、上記「３⑴

配布・提出場所及び問合せ先」のＦＡＸ番号又は電

子メールアドレス宛て送付してください。また、Ｆ

ＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質問書」を

送信した旨を上記「３⑴配布・提出場所及び問合せ

先」の所管課まで電話連絡願います。

　⑸�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、上記「３⑴配布・提出場所

及び問合せ先」の場所において、令和４年２月８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４年２月１

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。尚、回答を受信した旨を上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」の所管課まで電話連絡

願います。なお、回答後の再質問は受付しません。�

７　一般競争入札参加資格の喪失�

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　開札前に上記「２�一般競争入札参加資格」の各

号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　競争入札参加申込書、提出書類等について、虚偽

の記載をしたとき。

８　入札の手続等�

　⑴�　入札方法�

　　ア　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を控除した金額（消費税等を含まない契約希

望金額）を入札書に記載してください。�

　　イ　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。�

　　ウ　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する金額を加

算した金額をもって契約金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所�

　　ア　入札・開札の日時

　　　　令和４年２月24日（木）�午後２時

　　イ　入札・開札の場所

　　　　�川崎市川崎区富士見２－１－３　教育文化会館

４階　第１学習室

　⑶�　入札書の提出方法�

　　�　持参とします。�

　⑷�　入札保証金�

　　�　免除とします。

　⑸�　落札者の決定方法�

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効�

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

　⑺�　再度入札の実施

　　�　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。　

９　開札に立ち会う者に関する事項
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　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。また開札には

一般競争入札参加資格確認通知書を必ず持参してくだ

さい。

10　契約の手続き等�

　⑴�　契約保証金は、次のとおりとします｡�

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。�

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。�

　⑵�　前払金

　　　否

　⑶�　契約書作成の要否�

　　　要�

　⑷�　契約条項等の閲覧�

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

11　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　関連情報を入手するための窓口は、上記「３⑴配

布・提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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119号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１�一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎港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

　　�　令和４年４月１日から令和５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」

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�　川崎市もしくは神奈川県において、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４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　川崎市もしくは神奈川県において、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
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　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します（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４年２月３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４年２月３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４年２月４日（金）午前９時から令和４年２

月８日（火）午後４時まで

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸに限ります。

電子メール�58koukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　　�044－287－6038

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月14日（月）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７　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４年２月17日（木）�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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10�その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口

　　�　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第120号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。
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１　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　令和４年度毛筆筆耕業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市総務企画局秘書部秘書課

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで

　⑷�　概　　要　　仕様書のとおり

２　競争入札参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「その他業務」種目「その他」で登載されてい

ること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

　⑹�　過去３ヶ年に、本市又は他官公庁、民間企業にお

いて（同規模の）毛筆筆耕業務委託履行実績がある

こと。

３　競争入札参加申込書、仕様書の配布等

　�　次により、競争入札参加申込書、仕様書を配布しま

す。配布期間中にホームページからダウンロードする

ことも可能とします。

　⑴�　配布場所

〒210－8577

川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所総務企画

局秘書部秘書課　倉又・長谷川

電　話　044－200－2010

ＦＡＸ　044－200－3745

E-mail��17hisyo@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで（土・日曜日及び祝日を除く、午前８時

30分から午後５時まで）

４　競争入札参加申込書の提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により所定の競

争入札参加申込書を提出するものとします。

　⑴�　提出場所

　　�　上記３⑴と同じ

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで（土・日曜日及び祝日を除く、午前８時

30分から午後５時まで）

　⑶�　提出方法

　　�　持参または郵送（書留郵便等の配達記録が残る方

法に限る）

　⑷�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　上記２⑹を証明する契約書等の写し

５　競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに、

確認通知書と入札説明書、入札（見積）書を令和４年

２月３日（木）までに送付します。委任先メールアド

レスを登録していない場合は、ＦＡＸで送付します。

６　仕様・入札に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　上記３⑴に同じ

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月４日（金）から令和４年２月15日

（火）まで（土・日曜日及び祝日を除く、午前８時

30分から午後５時まで）

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、持参、ＦＡＸ又は電子メールにて提出し

てください。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、競争参加申込書に記載の連

絡担当者メールアドレスに、令和４年２月18日（金）

までに電子メールにて送付します。なお、質問及び

回答は、質問者名を特定できないようにし、本競争

入札参加全者に送付します。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　�　所定の入札書により入札してください。

　　�　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の

代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印

（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　�　入札は、単価で行います。

　　�　入札書には、６つの業務内容それぞれの単価の合

計額を、消費税及び地方消費税を含まない金額で記

載してください。なお、落札後の契約単価は、提出
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していただいた落札価格（各業務の単価合計額）を

市で作成した単価の予定価格で按分し、算出します。

　　ア　入札書の提出方法

　　　　持参とします。

　　イ　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月25日（金）午後２時

　　ウ　入札書の提出場所

　　　　�川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁

舎４階会議室

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時及び場所

　　�　８⑴イ及びウに同じ

　⑷�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９　契約手続等

　　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵�　前払金

　　�　否

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

(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�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

　⑵�　詳細は仕様書によります。

　⑶�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　その他問い合わせ窓口は３⑴に同じです。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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121号

　　　入　　札　　公　　告�

　川崎市幸区役所庁舎案内サイン変更業務委託に関する

一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　川崎市幸区役所庁舎案内サイン変更業務委託

　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

　　�　契約日から令和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｢その他　その他」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」及び「準市内」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

案内サイン変更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
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　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）までの下記の時間

　　�　午前９時から正午までと午後１時から午後５時ま

で

　　�　ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。

　⑶�　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４年２月３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。ただし、電子メールで

配信する場合は令和４年２月３日（木）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４年２月４日（金）午前９時から令和４年２

月10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４年２月14日（月）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４年２月17日（木）　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４階　第５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�　契約条項等の閲覧

　　�　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
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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122号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　�　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。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　夢見ヶ崎動物公園内ごみ収集運搬処理業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市夢見ヶ崎動物公園　川崎市幸区南加瀬１－

２－１

　⑶�　履行期間

　　　令和４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、川崎市夢見ヶ崎動物公園から排出され

る一般廃棄物（シマウマワラ）について収集運搬処

理を行う。　

２　一般競争入札参加資格

　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たしていなければならない。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」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�　入札期日において、一般廃棄物収集運搬業許可を

得ていること。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書の入手

又は配布、提出及び問合せ先

　�　次により一般競争入札参加を希望するものは、次に

より所定の一般競争入札参加資格確認申請書を提出す

ること。

　⑴�　提出場所及び問合せ先

川崎市夢見ヶ崎動物公園

川崎市幸区南加瀬１－２－１

電話：044-588-4030　�FAX：044-588-4043　

E-Mail：53yumemi@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月２日

（水）までとする（午前８時30分から正午まで、午

後１時から午後５時までとする。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

　　イ　一般廃棄物収集運搬業許可証（写し）

　⑷�　提出方法

　　�　持参による提出とすること。

　⑸�　競争入札参加申込書及び仕様書の入手又は配布方

法

　　�　提出書類（一般競争入札参加資格確認申請書）及

び仕様書は、インターネットからダウンロードする

ことが可能。（「入札情報かわさき」の「入札情報」

の中にあり。）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。

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、令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿へ

登録した電子メールのアドレスに一般競争入札参加資

格確認通知書を令和４年２月４日（金）までに送付す

る。

　�　ただし、申請者がメールアドレスを登録していない

場合は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を

交付する。

　⑴�　交付場所

　　�　３⑴に同じ。

　⑵�　交付期間

　　�　令和４年２月４日（金）とする（午前８時30分か

ら正午まで、午後１時から午後５時までとする。）。

５　入札説明会

　�　入札説明会は実施しない。

６　仕様に関する問い合わせ及び回答

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴に同じ。

　⑵�　問合せ受付期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月14日

（月）までとする（午前８時30分から正午まで、午

後１時から午後５時までとする。ただし、土日祝日

を除く。

　⑶�　問合せ方法

　　�　「質問書」の様式に必要事項を記入し、次の宛先

まで持参、FAX及びメールにより以下の提出先に提

出すること。

川崎市夢見ヶ崎動物公園

川崎市幸区南加瀬１－２－１

FAX　044-588-4043

メール　53yumemi@city.kawasaki.jp

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月18日(金)まで
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に競争参加資格を有するとした一般競争入札参加資

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する。

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

札参加資格を喪失する。

　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　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。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に立

ち会いに関する権限の委任をした書類を事前に提

出すること。

　　イ　入札は所定の入札書をもって行うものとする。

　　ウ　入札金額は、単価で行う。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

含まないものとする。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する。

　　エ　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行う

ものとする。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

たもの及び開札に立ち会わないものは除くことと

する。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

日時　令和４年２月25日（金）午後２時

場所　�川崎市夢見ヶ崎動物公園　川崎市幸区南加

瀬１－２－１

　⑶�　入札保証金は、次のとおりとする。

　　�　免除とする。

　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

効な入札を行ったものを落札者とする。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

を実施することがある。

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のないものが行った入札及び

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、

これを無効とする。

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　免除とする。

　⑵�　契約書の作成の要否

　　ア　契約書を作成することを要する。

　　イ　契約書作成に要する費用は落札者の負担とする。

　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、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

できる。

10�その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例（昭

和39年川崎市条例第14号）、川崎市契約規則及び川

崎市競争入札参加者心得の定めるところによるもの

とする。

　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るものとする。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第123号 

　　　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４年１月25日�

川崎市長　福　田　紀　彦

１　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名�

　　�　令和４年度感染症対策事業・食品衛生事業検体等

搬送業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市内全域及び周辺地域

　⑶�　履行期間�

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで�

　⑷�　業務概要

　　�　川崎市健康福祉局保健所が指定する感染症対策事

業・食品衛生事業等に係る、信書を含む検体等の対

象事業所間の搬送業務。

２　競争参加資格者に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。�

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと�

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」種目

「運送業務」に登載されていること�

　⑷�　「民間事業者による信書の送達に関する法律」に

基づく「特定信書便事業の許可（役務の種類：長さ、

幅及び厚さの合計が73ｃｍを超え、又は重量が４ｋ

ｇを超える信書便物を送達する役務）」を有するこ
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と

　⑸�　高津区役所（川崎市高津区下作延２－８－１）ま

での直線距離が35ｋｍ以内の場所に本社もしくは事

業所・営業所等を有するもの

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出�

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。�

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先�

〒212－0013��

川崎市幸区堀川町580番地�ソリッドスクエア西館

12階

健康福祉局保健所感染症対策課

電話　044－200－2441�

ＦＡＸ　044－200－3928�

Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp�

　⑵�　配布・提出期間�

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）まで

　　�　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く。）

　⑶�　提出物

　　�　一般競争入札参加資格確認申請書

　　�　（川崎市のホームページからもダウンロードでき

ます。（「入札情報かわさき」から当該案件を検索し

てください。）

　⑷�　提出方法

　　�　持参とします。�

４　入札説明書の交付

　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

の「入札情報」で閲覧することができます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付�

　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに令和４年２月４日（金）

までに送付します。メールアドレスの登録がない場合

には、郵送します。

６　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。�

　⑴�　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。�

７　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月７日（月）から令和４年２月10日

（木）まで

　　�　午前９時～正午及び午後１時～午後５時

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付された「質問書」の様式に必要

事項を記入し、３⑴まで持参するか、ＦＡＸ又は電

子メールで送付してください。�

　　�　なお、「質問書」をＦＡＸ又は電子メールで送付

した場合は、送付した旨を３⑴の担当あて電話連絡

してください。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月17日（木）ま

でに、競争参加者すべてにＦＡＸ又は電子メールに

て回答します。

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。�

８　入札の手続等

　⑴�　入札方法等�

　　ア　入札書の提出方法�

　　　�　持参とします。�

　　イ　入札日時�

　　　�　令和４年２月22日（火）午後２時�

　　ウ　入札場所�

　　　　�川崎市幸区堀川町580番地�ソリッドスクエア西

館12階　12Ｄ会議室

　⑵�　入札保証金�

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時�

　　�　８⑴イに同じ�

　⑷�　開札の場所

　　�　８⑴ウに同じ�

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。�

　⑹�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。�

９　契約の手続等�

　⑴�　契約保証金

　　�　要（10％）

　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は免除といたします。�

　⑵�　契約書作成の要否
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　　�　要�

　⑶�　前払金

　　�　否�

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る　予算の議決を要

します。�

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。�

10　その他�

　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。�

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。�

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第124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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　令和４年度川崎市化学物質採取分析業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市内

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月17日まで

　⑷�　概要

　　�　仕様書のとおり

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た

していなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格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「調査・測定　計量証明」で登録されている者。

　⑷�　過去５�か年に、本市又は他官公庁において同種

かつ同規模以上の契約実績があること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

川崎市環境総合研究所（川崎市川崎区殿町３－25

－13　３階）�

担当　江原、目良

郵便番号　210－0821

住所　川崎市川崎区殿町３－25－13　川崎生命科

学・環境研究センター３階

電　話　044－276－8649

ＦＡＸ　044－288－3156

E-mail��30sokan@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）９時00分から令和４年２

月１日（火）17時00分まで

　　�　（土、日曜日を除く平日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）

　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

　　�　持参に限ります。

　⑸�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

仕様書の入手方法

　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書、

仕様書は、インターネットからダウンロードするこ

とができます。

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

kawasaki.jp/233300/index.html）から「入札情報」、

「入札情報（入札公表・落札結果）」の順にアクセ

スし、「入札情報」委託の欄の「入札公表」の中に

あります。）

　　�　ダウンロードができない場合には、上記３⑵の期

間に、３⑴の場所で配布します。

４　競争参加資格確認通知書の交付

　�　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和４年２月７日（月）までに送付します。

　�　委任先メールアドレスを登録していない場合は、以

下のとおり直接受取りに来るようお願いします。

　⑴�　交付日時

　　�　令和４年２月７日（月）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

　⑵�　場所

　　�　３⑴に同じ

５　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先
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　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月７日（月）９時00分から令和４年２

月14日（月）17時00分まで

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、電

子メール又はＦＡＸにて送付してください。

　⑷�　回答方法

　　�　質問があった場合の回答は、令和４年２月18日

（金）までに、参加全社あて、電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　⑴�　入札方法等

　　�　税抜きの総額で行います。その他の事項について

は、川崎市競争入札参加者心得によります。

　　ア　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月25日（金）10時30分

　　イ　入札書の提出場所

　　　　�川崎市環境総合研究所研修室

　　　　�川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター３階�

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　�　７⑴アに同じ

　⑷�　開札の場所

　　�　７⑴イに同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８　契約手続等

　　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約保証金

　　�　免除とします。

　⑵�　前払金

　　�　否

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入

札情報かわさき」(https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９　その他

　⑴�　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑵�　当該落札決定の効果は，令和４年第２回川崎市議

会定例会における本調達に係る予算の議決を要しま

す。

　　　───────────────────

川崎市公告第125号

　　　入　　札　　公　　告�

　「令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託」に

関する一般競争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　　⑴�　件名

　　�　令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託

　　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

　　�　契約日から令和４年３月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託仕

様書による。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の業種25「倉庫・運送業務」・種目

01「運送業務」について登載されていること。

　⑷�　令和４年度組織改正に伴う物品運搬等業務委託仕

様書の内容を遵守し、確実に業務を実施することが

できるとともに、この物品運搬等に関する専門的知

識を有していること。

　⑸�　過去５年以内において、本市又は他官公庁におけ

る物品運搬等業務委託の業務完了実績を１件以上有
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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。なお、提出方

法は持参又は郵送とします。

　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　森田

電話　　044－200－2081

ＦＡＸ　044－200－3749

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月１日(火)

までの開庁日、午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで

　⑶�　提出書類

　　�　・一般競争入札資格確認申込書（入札参加申込書）

　　�　・上記２⑸の完了実績を確認出来る資料（契約書

の写し等）

４　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴�　入札説明書の閲覧

　　�　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書

を含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」(http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html)で閲覧することが

できるほか、同ホームページからダウンロードする

ことができます。

　⑵�　入札説明書の配布

　　�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５　確認通知書の交付

　�　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、次の日時までに令和３・４年

度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出

のあった電子メールアドレス宛てに一般競争入札参加

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４年２月３日（木）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵�　場所

　　�　上記３⑴に同じ

６　質問等の受付

　⑴�　質問等に関しては、令和４年２月８日（火）まで

に、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けま

す。

　⑵�　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送る場合は、

電話により併せて御連絡ください。

　⑶�　回答は令和４年２月10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

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）。

　　　�　ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況

等により、郵送による入札も可能とすることがあ

ります。この場合、別途電子メールにて連絡しま

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、ＦＡＸにて連絡します。

　　イ　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月15日（火）　午後２時00分

　　ウ　入札書の提出場所

　　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　　川崎市役所第３庁舎４階会議室

　⑵�　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶�　入札金額等

　　ア　入札は総価で行います。�

　　イ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷�　開札の日時

　　　８⑴イと同じ

　⑸�　開札の場所

　　　８⑴ウと同じ

　⑹�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者の

うち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とします。
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　⑺�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします｡

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　免除

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます｡

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　詳細は、入札説明書によります｡

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口

　　�　上記３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第126号

　　　入　　札　　公　　告�

　「庁舎等植樹維持剪定管理業務委託」に関する一般競

争入札について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　庁舎等植樹維持剪定管理業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎ほか

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　庁舎等植樹維持剪定管理業務委託仕様書による。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴�　川崎市内に本社を有すること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目についていずれ

も登載されていること。

　　ア　業種30「樹木管理」・種目01「除草、せんてい

等樹木管理」

　　イ　業種24「廃棄物関連業務」・種目01「一般廃棄

物収集運搬業」

　⑸�　庁舎等植樹維持剪定管理業務委託仕様書の内容を

遵守し、確実に業務を実施することができるととも

に、植樹維持剪定管理業務に関する資格及び専門的

知識を有していること。

　⑹�　過去５年以内において、本委託業務と同等の業務

実績を１件以上有すること。

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。なお、提出方

法は持参又は郵送とします。

　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　森田

　　　電話　　044－200－2081

　　　ＦＡＸ　044－200－3749

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月１日(火)

までの開庁日、午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで

　⑶�　提出書類

　　�　・一般競争入札資格確認申込書（入札参加申込

書）

　　�　・上記２⑹の業務実績を確認出来る資料（契約書

の写し等）

４　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴�　入札説明書の閲覧

　　�　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を

含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」(http://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html)で閲覧することが

できるほか、同ホームページからダウンロードする

ことができます。

　⑵�　入札説明書の配布

　　�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５　確認通知書の交付

　�　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、
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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、次の日時までに令和３・４年

度川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出

のあった電子メールアドレス宛てに一般競争入札参加

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４年２月３日（木）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　⑵�　場所

　　�　上記３⑴に同じ

６　質問等の受付

　⑴�　質問等に関しては、令和４年２月14日（月）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４年２月16日（水）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　上記２に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

８　入札手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア　入札書の提出方法

　　　　持参とします（持参以外は無効とします）。

　　　�　ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況

等により、郵送による入札も可能とすることがあ

ります。この場合、別途電子メールにて連絡しま

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、ＦＡＸにて連絡します。

　　イ　入札書の提出日時

　　　　令和４年２月22日（火）　午後２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15階第３会議室

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　入札金額等

　　ア　入札は総価で行います。�

　　イ　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷�　開札の日時

　　�　８⑴イと同じ

　⑸�　開札の場所

　　�　８⑴ウと同じ

　⑹�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします｡

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　免除

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます｡

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　詳細は、入札説明書によります｡

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口

　　�　上記３⑴と同じ

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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127号

　　　入　　札　　公　　告�

　「第３庁舎ほか警備業務委託」に関する一般競争入札

について、次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項



川 崎 市 公 報 （第1,836号）令和４年(2022年)２月10日

－585－

　⑴�　件名

　　�　第３庁舎ほか警備業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎ほか

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　第３庁舎ほか警備業務委託仕様書による。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴�　川崎市内に本社を有すること。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格業者名簿の以下の業種・種目について、いず

れも登録されていること。

　　ア　業種16「警備」・種目02「人的警備」

　　イ　業種16「警備」・種目03「駐車場管理」

　⑸�　第３庁舎ほか業務委託仕様書の内容を遵守し、確

実に業務を実施することができるとともに、この警

備に関する資格及び専門的知識を有していること。

　⑹�　平成28年度以降、本市又は他官公庁において施設

警備業務（駐車場警備のみ及び機械警備を除く。）

の12か月以上の業務完了実績を有すること。

３　競争参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　　�　なお、提出方法は持参又は郵送とします。

　⑴�　配布・提出場所

　　　�〒210－0005

　　　�川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎４階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課

　　　担当　季村

　　　電話　044－200－2081

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月１日(火)

までの開庁日、午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで。

　　�　なお、郵送で提出する場合は、令和４年２月１日

(火)�午後５時必着とします。

　⑶�　提出書類

　　�　・一般競争入札資格確認申込書(入札参加申込書)

　　�　・２⑹の完了実績を確認出来る資料(契約書の写

し等)

４　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴�　入札説明書の閲覧

　　�　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を

含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペ

ージ「入札情報かわさき」(https://www.city.

kawasaki.jp/233300/)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４年２月３日（木）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４年２月14日（月）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４年２月16日（水）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴�　上記２に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

８　入札手続等

　⑴�　入札の方法
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　　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）。

　　　�　ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況

等により、郵送による入札も可能とすることがあ

ります。この場合、別途電子メールにて連絡しま

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、ＦＡＸにて連絡します。

　　イ　入札書の提出日時

　　　�　令和４年２月22日（火）　午後２時00分

　　ウ　入札書の提出場所

　　　�　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　�　川崎市役所第３庁舎15階第３会議室

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　入札金額等

　　ア　入札は総価で行います。

　　イ　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額及び地方消費税額を含まないものとします。消

費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算する

ものとします。

　⑷�　開札の日時

　　�　⑴イと同じ

　⑸�　開札の場所

　　�　⑴ウと同じ

　⑹�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑺�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします｡

９　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します｡

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません｡

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要

　⑶�　前払金

　　�　否

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます｡

　⑸�　特定業務委託契約について

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当しますので、同条例第８条各号に掲げる事項

を契約書に定めます。

　　�　詳しくは、「入札情報かわさき」内の、川崎市契

約条例、川崎市契約規則、「特定工事請負契約及び

特定業務委託契約の手引」を御覧ください。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵�　詳細は、入札説明書によります｡

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷�　関連情報を入手するための照会窓口

　　�　上記３⑴と同じ

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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128号

　　　入　　札　　公　　告�

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　３歳児健康診査に係る尿検査業務委託

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市川崎区東田町８番地　川崎区地域みまもり

支援センター

　　�　ほか、市内各区地域みまもり支援センター　計７

か所

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要

　　�　各区地域みまもり支援センターで行う３歳児健康

診査において実施する尿検査一式（検査キットの調

達、検査実施、結果通知の作成）に関する業務を委

託します。

２　競争入札参加に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし

ていなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加者資格指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託

有資格者名簿に業種「医療関連業務」・種目「衛生

検査」で登載されていること。
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　⑷�　仕様書の内容を遵守し、本調達に係る尿検査業務

を確実に履行できること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、競争

入札参加申込書及び仕様書に定める精度管理、個人情

報保護に関する認定証等の写しを提出してください。

なお、競争入札参加申込書は、川崎市のホームページ

「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細

のページからダウンロードできます。

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４　川

崎市役所第３庁舎14階

川崎市こども未来局こども支援部こども保健福祉

課　担当菅原

電　話：044－200－3508（直通）

ＦＡＸ：044－200－3638　

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：45kodohu＠city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）とします。

　⑶�　提出方法

　　�　持参とします。

４　入札説明書の交付

　�　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書の様式が

添付されている入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期

間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布

します。また、川崎市のホームページ「入札情報かわ

さき」において、本件の公表情報詳細のページからダ

ウンロードできます。

５　入札参加資格確認通知書の交付

　�　３により競争入札参加申込書を提出した者には、次

により入札参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　日時

　　�　令和４年２月２日（水）午後５時まで

　⑵�　交付方法

　　�　川崎市業務委託有資格業者名簿に電子メールアド

レスを登録している場合は電子メール、登録してい

ない場合はＦＡＸにて交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴と同じです。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月３日

（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前

８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で）

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の質問書の様式により提出して

ください。

　⑷�　質問受付方法

　　�　３⑴への持参、電子メール又はＦＡＸ（ただし、

電子メールまたはＦＡＸで送付した場合は、送付し

た旨を電話にて御連絡ください）

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月４日（金）午後５時までに当該競争

入札参加資格を有する者へ電子メール又はＦＡＸに

て回答書を送付します。入札参加資格を満たしてい

ない者からの質問については回答しません。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続き等

　⑴�　� 提出書類

　　ア　入札書

　　イ　入札金額見積内訳書

　　ウ　委任状

　⑵�　提出書類の提出方法

　　�　提出に際しては、８⑴の提出書類一式を必ず同時

に提出してください。

　　ア　郵送による場合

　　　ア�　提出場所

　　　�　３⑴と同じです。

　　　イ�　提出期間

　　　�　令和４年２月７日（月）から令和４年２月14日

（月）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４年２月７日（月）から令和４年２月14日

（月）まで（土、日及び

　　　�　祝日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで）
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　　　�　ただし、必ず来庁前に３⑴へ電話連絡し、本市

から日時の指定を受けなければなりません。事前

連絡が無い場合は提出できないことがあるので、

注意してください。

　⑶�　入札金額

　　�　入札金額は、仕様書に定める検査１件当たりの金

額（税抜）を記載してください。

　⑷�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格がない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９　開札の日時及び場所

　⑴�　日　時　

　　�　令和４年２月15日（火）午前10時

　⑵�　場　所

　　�　川崎市役所第３庁舎13階こども未来局会議室（川

崎市川崎区東田町５番地４）

　⑶�　開札の立会

　　�　開札への立会いは不要です。　　

　⑷�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく

低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　再度入札の実施

　　�　開札の結果、落札者がない場合は、翌開庁日の午

後１時に再度入札を行います。

　　�　ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者は除き

ます。

10　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑶�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市の　ホームページの

「入札情報かわさき」の契約関係規定で閲覧するこ

とができます。

11　その他

　⑴�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札

　　�　参加者心得の定めるところによります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、３⑴と同じで

す。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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129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４年１月25日�

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名�

　　�　令和４年度ウイルス性肝炎重症化予防事業及び風

しん対策事業審査・データエントリー・書類保管業

務委託

　⑵�　履行場所

　　�　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑶�　履行期間�

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで�

　⑷�　委託概要

　　�　川崎市健康福祉局保健所が実施するウイルス性肝

炎重症化予防事業及び風しん対策事業における書類

の迅速な審査及びデータ化並びに適正な保管業務

２　競争参加資格者に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。�

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当する資格停止

　　�　期間中でないこと

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと�

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」種目「デ

ータ入力業務」に登載されていること�

　⑷�　官公庁において、当該契約の種類と規模をほぼ同

じくする契約実績があること

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出�

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込をしなければなりません。�

　⑴�　配付・提出場所及び問合せ先�

〒212－0013

川崎市幸区堀川町580番地�ソリッドスクエア西館

12階

健康福祉局保健所感染症対策課　担当　今井・土

肥

電話　044－200－2441�
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ＦＡＸ　044－200－3928�

Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp�

　⑵�　配付・提出期間�

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）まで

　　�　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書

　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　　�　なお、アは川崎市のホームページからもダウン

ロードできます。（「入札情報かわさき」－「入

札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」）

　⑷�　提出方法

　　�　持参とします。

４　入札説明書の交付

　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間縦覧

に供する他、川崎市のホームページ「入札情報かわさ

き」の「入札情報」で閲覧することができます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付�

　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の委任先メールアドレスに令和４年２月３日（木）

までに送付します。メールアドレスの登録がない場合

には、郵送します。

６　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ

り行います。

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、３⑴まで持参、もしくはＦＡＸ又は電子

メールで送付してください。

　　�　なお、「質問書」をＦＡＸ又は電子メールで送付

した場合は、送付した旨を３⑴の担当宛て連絡して

ください。

　⑶�　受付期間

　　�　令和４年２月７日（月）から令和４年２月14日

（月）まで

　　�　午前９時～正午及び午後１時～午後５時（土曜

日、日曜日及び祝日を除く）

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月18日（金）までに、確認通知書を交

付した全社宛てに、電子メールで送付します。

７　入札参加資格の喪失�

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。�

　⑴�　２に定める入札参加資格を満たさなくなったと

き。�

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて虚偽の記載をしたとき。�

８　入札の手続等

　⑴�　入札方法等�

　　ア　入札書の提出方法�

　　　�　持参とします。

　　イ　入札日時�

　　　�　令和４年３月２日（水）午前10時�

　　ウ　入札場所�

　　　�　川崎市幸区堀川町580番地�ソリッドスクエア西

館12階　12Ｄ会議室

　⑵�　入札保証金�

　　�　免除とします。�

　⑶�　開札の日時�

　　�　８⑴イと同じ�

　⑷�　開札の場所

　　�　８⑴ウと同じ�

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低　の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがありま

す。�

　⑹�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。�

９　契約の手続等�

　⑴�　契約保証金

　　�　免除とします。

　⑵�　契約書作成の要否

　　�　要�

　⑶�　前払金

　　�　否�

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る　予算の議決を要

します。�

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの

「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す

ることができます。�

10　その他�

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

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。�

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口３⑴と同じ

　⑷�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第130号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦　

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　土橋小学校建物管理業務

　⑵�　履行場所　　川崎市立土橋小学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�建物等の維持管理業務等（詳細は仕

様書によります。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業種 種目

17　建物清掃等

01　建築物清掃

02　建築物環境測定

04　建築物飲料水水質検査

05　建築物飲料水貯水槽清掃

左記又は08　建築物環境衛生総合管理

19　施設維持管理

01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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。

　⑺�　従事予定者の名簿及び業務に有する資格（建築物

環境衛生管理技術者）を証明するもの、従業員であ

ることを証明できるものを提出することができるこ

と。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　齋藤

電話　　044－200－3270

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　　�令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　申込に必要なもの

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑹に示した資格に係る書類

　　ウ　２⑺に示した資格に係る書類

　　エ　担当者の名刺

　　　※�　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
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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４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　　�令和４年２月２日（水）～令和４年�２月４日

（金）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。郵送による提出は認めません。

　　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布していま

す。また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることができ

ます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月10日（木）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

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４年２月16日（水）午

前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５-４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎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、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第131号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

　川崎市長�　福　田　紀　彦　
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１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　�学校貯水槽清掃点検業務（Ａブロッ

ク）

　⑵�　履行場所　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　令和４年４月１日～令和４年９月30日

　⑷�　業務概要　�学校に設置されている貯水槽の清掃点

検等（詳細は「仕様書」によりま

す。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　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」、業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」で登載されているこ

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�　平成30年度以降で本市又はその他の官公庁等にお

いて、類似委託業務の契約実績があること。

　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。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。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　齋藤

電話　　044－200－3270

ＦＡＸ　044－200－3679

E-mail�　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　　�令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）９時～12時、13時～16時

　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格の確認ができる書類の写し

　　ウ　担当又は持参人の名刺

　　　※�　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　仕様書の閲覧

　�　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５　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、「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、令和４年２月４日

（金）までに交付します。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。

６　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４年２月４日（金）～令和４年２月８日

（火）　９時～12時、13時～16時

　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑵�　質問方法�

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送付後、必ず所管課まで電話連絡

をしてください。

　　�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月18日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　この公告に定める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。

８　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴�　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　�令和４年３月３日（木）　９
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時30分

　⑶�　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３　

川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室

　⑷�　入札保証金　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　要

　⑵�　契約保証金　　免除

　⑶�　前払金　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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�　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第132号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　�学校貯水槽清掃点検業務（Ｂブロッ

ク）

　⑵�　履行場所　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　令和４年４月１日～令和４年９月30日

　⑷�　業務概要　�学校に設置されている貯水槽の清掃点

検等（詳細は「仕様書」によりま

す。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　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」、業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」で登載されているこ

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�　平成30年度以降で本市又はその他の官公庁等にお

いて、類似委託業務の契約実績があること。

　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。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。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　齋藤

電話　　044－200－3270

ＦＡＸ　044－200－3679

E-mail�　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　　�令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）９時～12時、13時～16時

　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格の確認ができる書類の写し

　　ウ　担当又は持参人の名刺

　　　※�　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　仕様書の閲覧

　�　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５　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、「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
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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、令和４年２月４日

（金）までに交付します。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。

６　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４年２月４日（金）～令和４年２月８日

（火）　９時～12時、13時～16時

　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑵�　質問方法�

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送付後、必ず所管課まで電話連絡

をしてください。

　　�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月18日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　この公告に定める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。

８　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴�　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　�令和４年３月３日（木）　９

時30分

　⑶�　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３　

川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室

　⑷�　入札保証金　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　要

　⑵�　契約保証金　　免除

　⑶�　前払金　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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�　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第133号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　�学校貯水槽清掃点検業務（Ｃブロッ

ク）

　⑵�　履行場所　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　令和４年４月１日～令和４年９月30日

　⑷�　業務概要　�学校に設置されている貯水槽の清掃点

検等（詳細は「仕様書」によりま

す。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　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」、業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」で登載されているこ

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。
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　⑸�　平成30年度以降で本市又はその他の官公庁等にお

いて、類似委託業務の契約実績があること。

　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。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。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　齋藤

電話　　044－200－3270

ＦＡＸ　044－200－3679

E-mail�　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　　�令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）９時～12時、13時～16時

　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格の確認ができる書類の写し

　　ウ　担当又は持参人の名刺

　　　※�　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　仕様書の閲覧

　�　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５　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、「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、令和４年２月４日

（金）までに交付します。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。

６　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４年２月４日（金）～令和４年２月８日

（火）　９時～12時、13時～16時

　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑵�　質問方法�

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送付後、必ず所管課まで電話連絡

をしてください。

　　�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月18日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　この公告に定める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。

８　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴�　入札方法　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　�令和４年３月３日（木）　９

時30分

　⑶�　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３　

川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室

　⑷�　入札保証金　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　要

　⑵�　契約保証金　　免除

　⑶�　前払金　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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。
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　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得は、

川崎市ウェブサイト「入札情報かわさき」の「契約

関係規定」で閲覧及びダウンロードをすることがで

きます。

　⑸�　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第134号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　�学校貯水槽清掃点検業務（Ｄブロッ

ク）

　⑵�　履行場所　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　令和４年４月１日～令和４年９月30日

　⑷�　業務概要　�学校に設置されている貯水槽の清掃点

検等（詳細は「仕様書」によりま

す。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　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」、業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」で登載されているこ

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�　平成30年度以降で本市又はその他の官公庁等にお

いて、類似委託業務の契約実績があること。

　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。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。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　齋藤

電話　　044－200－3270

ＦＡＸ　044－200－3679

E-mail�　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　　�令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）９時～12時、13時～16時

　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格の確認ができる書類の写し

　　ウ　担当又は持参人の名刺

　　　※�　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　仕様書の閲覧

　�　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５　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、「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、令和４年２月４日

（金）までに交付します。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。

６　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４年２月４日（金）～令和４年２月８日

（火）　９時～12時、13時～16時

　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑵�　質問方法�

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送付後、必ず所管課まで電話連絡

をしてください。

　　�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月18日（金）までに、入札参加資
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格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　この公告に定める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。

８　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴�　入札方法　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　�令和４年３月３日（木）　９

時30分

　⑶�　入札・開札の場所　�川崎市川崎区宮本町３番地３　

川崎市役所第４庁舎４階第６

会議室

　⑷�　入札保証金　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　要

　⑵�　契約保証金　　免除

　⑶�　前払金　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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�　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第135号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　�学校貯水槽清掃点検業務（Ｅブロッ

ク）

　⑵�　履行場所　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　令和４年４月１日～令和４年９月30日

　⑷�　業務概要　�学校に設置されている貯水槽の清掃点

検等（詳細は「仕様書」によりま

す。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　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」、業種「建物清掃等」、希望種目

「建築物飲料水貯水槽清掃」で登載されているこ

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�　平成30年度以降で本市又はその他の官公庁等にお

いて、類似委託業務の契約実績があること。

　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。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。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　齋藤

電話　　044－200－3270

ＦＡＸ　044－200－3679

E-mail�　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　　�令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）９時～12時、13時～16時
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　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格の確認ができる書類の写し

　　ウ　担当又は持参人の名刺

　　　※�　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　仕様書の閲覧

　�　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５　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、「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、令和４年２月４日

（金）までに交付します。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。

６　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４年２月４日（金）～令和４年２月８日

（火）　９時～12時、13時～16時

　　　※�　土曜・日曜日を除きます。

　⑵�　質問方法�

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は、電子メー

ルアドレス宛てに送付後、必ず所管課まで電話連絡

をしてください。

　　�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」か

らダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月18日（金）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　この公告に定める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。

８　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴�　入札方法　　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年３月３日（木）　

９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３　川崎市役所第４庁舎４

階第６会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　要

　⑵�　契約保証金　　免除

　⑶�　前払金　　　　否

　⑷�　議決の要否

　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議会

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�　公告に関する問い合わせ先は、３⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第136号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　幸高等学校建物管理業務

　⑵�　履行場所　　川崎市立幸高等学校学校

　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�建物等の維持管理業務等（詳細は仕
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様書によります。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業種 種目

17　建物清掃等

01　建築物清掃

02　建築物環境測定

04　建築物飲料水水質検査

05　建築物飲料水貯水槽清掃

左記又は08　建築物環境衛生総合管理

19　施設維持管理

01　電気・機械設備保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

05　ボイラー維持管理

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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。

　⑺�　従事予定者の名簿及び業務に有する資格（建築物

環境衛生管理技術者）を証明するもの、従業員であ

ることを証明できるものを提出することができるこ

と。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶　申込に必要なもの

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑹に示した資格に係る書類

　　ウ　２⑺に示した資格に係る書類

　　エ　担当者の名刺

　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたとき

は、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年�２月４日

（金）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法
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　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メールア

ドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をしてくだ

さい。郵送による提出は認めません。

　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報

かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった場

合、令和４年２月10日（木）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４年２月16日（水）午

前９時30分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５-４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎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、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第137号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　人的警備業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５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



川 崎 市 公 報 （第1,836号）令和４年(2022年)２月10日

－601－

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　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）

　　※�　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４年２月２日（水）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、３⑴の場所で配付しています。また、川

崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日

（金）

　　※�　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝祭日を除

く、平日午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月10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４年２月17日（木）午

前11時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

３会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　(落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

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
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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４年第２回川崎市議

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138号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長�　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　雨水利用設備点検清掃業務委託

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�川崎市立学校における雨水利用設備

点検清掃業務

　　　　　　　　　※�　詳細は委託仕様書による

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑸�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、種目

「空調・衛生設備保守点検」に登載されているこ

と。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

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　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

　⑶�　提出書類

　�　一般競争入札参加申込書

　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたとき

は、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。
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　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和３年２月２日（水）までに交付

６　　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、３⑴の場所で配付しています。また、川

崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日

（金）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月15日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月22日（火）　

午前11時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

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　　　免除

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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139号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長�　福　田　紀　彦

１　件　　名　　�自家用電気工作物保安業務委託（川崎

区）

２　履行場所　　�川崎市立学校

３　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

４　業務概要　　�本業務は、電気事業法施行規則第52条

第２項に基づく、学校施設の自家用電

気工作物の保安管理業務を行うもので

す。

　　　　　　　　　※　�詳細は仕様書によります。

５　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷�　平成28年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸�　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※�　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となりま

す。

６　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」から

ダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）�午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　※�　提出された書類等に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。また、書類

の提出に不備がある場合、実績等の確認ができな

いため無効となる場合がありますので御注意くだ

さい。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限る

７　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

８　仕様書の閲覧・取得

　�　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「入札情報」の

「入札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

９　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　６⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、６⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月10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。

10　競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

11　入札手続等

　�　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴�　入札・開札の日時　�令和４年２月17日（木）　午

後３時30分

　⑵�　入札・開札の場所　川崎市川崎区東田町５－４
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　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎12階会議

室

　⑶�　入札保証金　　　　免除

12　　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

13　　契約手続等

　　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変えることができま

す。また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　�����������否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

14　その他

　⑴�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第140号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長�　福　田　紀　彦

１　件　　名　　�自家用電気工作物保安業務委託（幸

区）

２　履行場所　　川崎市立学校

３　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

４　業務概要　　�本業務は、電気事業法施行規則第52条

第２項に基づく、学校施設の自家用電

気工作物の保安管理業務を行うもので

す。

　　　　　　　　※　詳細は仕様書によります。

５　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷�　平成28年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸�　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※�　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となりま

す。

６　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウ
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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　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）�午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※�　提出された書類等に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限る

７　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

８　仕様書の閲覧・取得

　�　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「入札情報」の

「入札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

９　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　６⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、６⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月10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。

10　競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

11　入札手続等

　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴　入札・開札の日時　�令和４年２月17日（木）　午

後３時30分

　⑵　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12階会議

室

　⑶�　入札保証金　　　　免除

12　　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵�　入札の無効

　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場合

は、これを無効とします。

13　契約手続等

　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変えることができま

す。また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否
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　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

14　その他

　⑴�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第141号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　件　　名　　�自家用電気工作物保安業務委託（中原

区）

２　履行場所　　�川崎市立学校

３　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

４　業務概要　　�本業務は、電気事業法施行規則第52条

第２項に基づく、学校施設の自家用電

気工作物の保安管理業務を行うもので

す。

　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

５　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷�　平成28年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸�　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※�　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となりま

す。

６　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」から

ダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）�午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※�　提出された書類等に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限る

７　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）
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　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

８　仕様書の閲覧・取得

　�　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「入札情報」の

「入札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

９　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　６⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、６⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※６⑴　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷�　回答方法

　　�　６⑴　質問に対する回答は、令和４年２月10日

（木）までに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

10　競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

11　入札手続等

　�　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴�　入札・開札の日時　�令和４年２月17日（木）　午

後３時30分

　⑵�　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12階会議

室

　⑶�　入札保証金　　　　免除

12　　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

13　契約手続等

　　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約書の作成　　　要

　⑵�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変えることができま

す。また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、

川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の「契約

関係規定」で閲覧することができます。

14　その他

　⑴�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第142号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　件　　名　　�自家用電気工作物保安業務委託（高津

区）
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２　履行場所　　�川崎市立学校

３　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

４　業務概要　　�本業務は、電気事業法施行規則第52条

第２項に基づく、学校施設の自家用電

気工作物の保安管理業務を行うもので

す。

　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

５　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷�　平成28年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸�　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※�　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となりま

す。

６　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」から

ダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）�午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※�　提出された書類等に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限る

７　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

８　仕様書の閲覧・取得

　�　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「入札情報」の

「入札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

９　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　６⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、６⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月10日（木）ま
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でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

10　競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

11　入札手続等

　�　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴�　入札・開札の日時　�令和４年２月17日（木）　午

後３時30分

　⑵�　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12階会議

室

　⑶�　入札保証金　　　　�免除

12　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵�　入札の無効

　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及び、

川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の場合

は、これを無効とします。

13　契約手続等

　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変えることができま

す。また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

14　　その他

　⑴�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第143号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　件　　名　　�自家用電気工作物保安業務委託（宮前

区）

２　履行場所　　�川崎市立学校

３　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

４　業務概要　　�本業務は、電気事業法施行規則第52条

第２項に基づく、学校施設の自家用電

気工作物の保安管理業務を行うもので

す。

　　　　　　　　※　詳細は仕様書によります。

５　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷�　平成28年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸�　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※�　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となりま
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す。

６　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」から

ダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）�午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※�　提出された書類等に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限る

７　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

８　仕様書の閲覧・取得

　�　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「入札情報」の

「入札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

９　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　６⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、６⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月10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。

10　競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

11　入札手続等

　�　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴�　入札・開札の日時　�令和４年２月17日（木）　午

後３時30分

　⑵�　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12階会議

室

　⑶�　入札保証金　　　　免除

12　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

13　契約手続等

　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除
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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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

14　　その他

　⑴�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第144号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長�　福　田　紀　彦

１　件　　名　　�自家用電気工作物保安業務委託（多摩

区）

２　履行場所　　川崎市立学校

３　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

４　業務概要　　�本業務は、電気事業法施行規則第52条

第２項に基づく、学校施設の自家用電

気工作物の保安管理業務を行うもので

す。

　　　　　　　　※　詳細は仕様書によります。

５　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷�　平成28年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸�　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※�　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となりま

す。

６　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」から

ダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）�午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※�　提出された書類等に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限る

７　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。
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　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４年２月３日（木）までに交付

８　仕様書の閲覧・取得

　�　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「入札情報」の

「入札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

９　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　６⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、６⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月10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。

10　競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

11　入札手続等

　�　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴�　入札・開札の日時　�令和４年２月17日（木）　午

後３時30分

　⑵�　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12階会議

室

　⑶�　入札保証金　　　　�免除

12　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

13　契約手続等

　�　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変えることができま

す。また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

14　その他

　⑴�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第145号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

　川崎市長�　福　田　紀　彦

１　件　　名　　�自家用電気工作物保安業務委託（麻生

区）

２　履行場所　　�川崎市立学校

３　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月31

日まで

４　業務概要　　�本業務は、電気事業法施行規則第52条

第２項に基づく、学校施設の自家用電

気工作物の保安管理業務を行うもので
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す。

　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

５　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」、希望種

目「電気・機械設備保守点検」に登載されているこ

と。

　⑷�　平成28年４月１日以降に自家用電気工作物保安業

務の履行完了実績を有すること。

　⑸�　電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第77

号）第52条の２第１号の要件を満たし、関東東北産

業保安監督部に電気保安管理業務の外部委託承認を

受けている個人事業者又は電気事業法施行規則第52

条の２第２号の要件を満たし、関東東北産業保安監

督部に電気保安管理業務の外部委託承認を受けてい

る法人であること。

　　※�　本業務の電気主任技術者の配置については、他

の申込中の入札案件や現行の契約履行状況などに

留意し、本契約が締結できない状況とならないよ

う十分御注意下さい。「川崎市競争入札参加資格

者指名停止等要綱」に基づき、落札後に契約締結

ができない場合は原則として指名停止となりま

す。

６　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書は、６⑴の場所で配付しています。また、川崎市ウ

ェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」から

ダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　小杉

電話　　044－200－3270

FAX　　044－200－3679

E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）�午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出物

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　５⑷に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　５⑸に示した資格に係る書類の写し

　　　※�　提出された書類等に関し、説明を求められた

ときはこれに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、実績等の確認が

できないため無効となる場合がありますので御

注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参に限る

７　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

８　仕様書の閲覧・取得

　�　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ウェブサイト「入札情報」の

「入札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

９　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　６⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、６⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入

札情報かわさき」からダウンロードすることがで

きます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月10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。

10　競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。
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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。

11　入札手続等

　�　紙入札方式により入札を執行します。

　⑴�　入札・開札の日時　�令和４年２月17日（木）　午

後３時30分

　⑵�　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12階会議

室

　⑶�　入札保証金　　　　免除

12　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。　ただし、そ

の者の入札価格が著しく低価格の場合は、調査を行

う場合があります。

　⑵�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

13　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会

計規則第８条に定める有価証券の提供（振替債を除

く。）、又は金融機関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変えることができま

す。また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、契約保証金の納付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

14　その他

　⑴�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑵�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記６⑴の場所で閲覧することができるほか、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」から閲覧及びダウンロードをすることができ

ます。

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第146号

　次の市有財産について、一般競争入札による一時貸付

けを実施します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　入札物件（一時貸付物件）

　�　一般競争入札に付す一時貸付物件（駐車場用地）、

予定価格（最低貸付料）は、次のとおりです。

　　財産名称　　諏訪３丁目地内市有地

　　所在地　　　高津区諏訪３丁目182番４

　　貸付面積　　307.60㎡　（㎡）

　　最低貸付料　（月額）102,500円

２　貸付期間（契約期間）

　�　令和４年４月１日から令和９年３月31日まで（５年

間）

３　入札参加資格

　�　次の条件を全て満たす方でなければ、入札に参加す

ることはできません。

　⑴�　法人その他の団体であること。

　⑵�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当しないこと。

　⑶�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸�　国税又は市税の未納がないこと。

　⑹�　本入札案内書に定める条件及び法令等を遵守し、

駐車場事業を行う資力、能力等を有すること。

　⑺�　令和元年度及び令和２年度において、規模をほぼ

同じくする駐車場事業について官公庁と２回以上に

わたって契約し、履行した実績を有していること。

　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

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結していないこと。

４　契約上の主な条件等

　⑴�　貸付契約の内容

　　�　本件一時貸付けは、地方自治法第238条の５第１
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項の規定に基づく貸付け（賃貸借契約）です。借地

借家法（平成３年法律第90号）の適用はありませ

ん。

　　�　また、入札金額は１か月間の貸付料の単価入札で

すが、契約金額は、「総価」（月額貸付料×60か月

分の価格）で契約を締結させていただきます。

　　�　なお、この契約金額とは別に契約金額の10分の１

以上の契約保証金を契約締結の前までに納付してい

ただきます。

　　�　契約保証金は、本件契約期間の満了後、貸付物件

の原状回復を確認してから、借受人（落札者）の請

求に基づき利息を付さずに返還します。

　　�　ただし、借受人（落札者）が本件契約上の義務を

履行せず、川崎市が本件契約を解除したとき、又は

借受人（落札者）からの解約の申入れにより本件契

約が解除されたときは、納付された契約保証金は川

崎市に帰属することになります。

　⑵�　用途の指定等

　　�　一時貸付物件は、駐車場事業の用途（以下「指定

用途」という。）に供さなければなりません。ま

た、駐車場事業に必要な維持管理費等の費用は全て

借受人の負担となります。

　⑶�　禁止事項

　　�　一時貸付物件について、次の行為をすることはで

きません。

　　ア　一時貸付物件を指定用途以外の用途に使用する

こと。

　　イ　一時貸付物件に建物を建築し、又は駐車場事業

と関係のない工作物を設置すること。

　　ウ　土壌の汚染、土地の形質の変更その他原状回復

が困難となるような使用をすること。

　　エ　一時貸付物件において、公序良俗に反する行為

をすること。

　　オ　一時貸付物件を第三者に一括転貸し、又はそれ

に類似する行為をすること。

　　カ　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を

設定すること。

　⑷�　実地調査等

　　�　前記⑵及び⑶の履行を確認するため、川崎市が一

時貸付物件の利用状況等について、実地調査を実施

するとき、又は関係資料の提出を求めたときは、借

受人は必ず川崎市に協力しなければなりません。

　⑸�　違約金

　　�　川崎市は、借受人が前記の禁止事項、資料の提出

等の条件に違反した場合には、違約金を請求する場

合があります。

　⑹�　近隣住民等への配慮

　　�　一時貸付物件を十分な注意をもって管理し、近隣

住民その他第三者との間で紛争が生じないよう配慮

しなければなりません。

　⑺�　現在の月極駐車場使用者への対応

　　�　当該敷地においては、旧借受人との間で複数の利

用者（以下「使用者」という。）が月極駐車場とし

ての使用契約を行っており、現在も使用していま

す。使用者に利用の意思がある場合は、その意思を

十分に配慮すること。

　⑻�　月極等の契約期間

　　�　使用者との間で締結する月極等の契約期間は、本

契約の貸付期間を超えて契約期間を設定できませ

ん。ただし、川崎市が認める場合はこの限りではあ

りません。

５　入札案内書（入札参加申込書を含む。）の配布

　�　本件入札に参加を希望する者には、次により入札案

内書（入札参加申込書等）を配布します。

　⑴�　配布場所　

　　�　川崎市川崎区駅前本町11－２　川崎フロンティア

ビル９階

　　�　川崎市市民文化局市民文化振興室

　　�　電話　044－200－2444

　⑵�　配布期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）まで

６　入札案内書等に関する質問

　�　入札案内書等に関する質問がある場合には、令和４

年１月25日（火）から令和４年２月１日（火）午後５

時までに、質問書を電子メールで送付してください。

電子メール送信の際は、件名を「市有財産（駐車場用

地）一時貸付け質問事項」とし、開封確認等で着信を

確認してください。質問に対する回答は、令和４年２

月７日（月）までに質問者に電子メールで送付しま

す。

　�　電子メール　25bunka@city.kawasaki.jp

７　入札参加申込書等の提出

　�　本件入札に参加を希望する者は、８及び９に記載さ

れた書類を次により提出しなければなりません。

　⑴�　受付期間　�令和４年２月２日（水）から令和４年

２月９日（水）まで

　　　　　　　　（土曜日及び日曜日を除く）

　　　　　　　　�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�　受付場所　�前記５⑴と同じ

　⑶�　申込方法　�前記⑵の受付場所に直接書類を持参又

は郵送してください。

　　　　　　　　※�　郵送による場合、令和４年２月９

日（水）午後５時必着とします。事

前に電話連絡の上、配達日等の指定
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のある郵便又はサービスを御利用く

ださい。

８　入札参加申込みに必要な書類

　�　入札参加申込時に御提出いただく書類は次のとおり

です。（それぞれ１部）

　�　⑹～⑼の書類は、発行後３か月以内に取得したもの

（原本）を提出してください。

　⑴�　入札参加申込書

　⑵�　駐車場事業申告書及び過去２か年間（令和元年度

及び令和２年度）において、規模をほぼ同じくする

駐車場事業について官公庁と契約等締結した実績

（２件以上）が分かるもの（契約書、協定書等の写

し）

　⑶�　事業計画書　※土地利用計画図を添付してくださ

い。

　⑷�　後記９の連帯保証人に関する書類

　⑸�　川崎市暴力団排除条例に係る誓約書

　⑹�　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　⑺�　印鑑証明書（法務局に届け出たもの）

　⑻�　国税の納税証明書（その３の３「法人税」及び

「消費税及び地方消費税」について未納税額のない

証明用）

　⑼�　市税の納税証明書

　　ア　法人市民税（川崎市内に事務所又は事業所を有

している場合のみ）

　　　�　申込み時点において終了している事業年度のう

ち直近２年度分の納税証明書（未納がないもの）

　　イ　固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資産

（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　�　令和元年度及び令和２年度の納税証明書（未

納がないもの）

　⑽�　財務諸表等の写し

　　�　申込み時点において終了している事業年度のう

ち、直近２年度分の貸借対照表、損益計算書及び株

主資本等変動計算書を提出してください。

　　※�　提出された書類は返却いたしません。また、前

記書類のほかに資料の提出を求める場合がありま

す。

９　連帯保証人に関する書類

　�　連帯保証人について提出いただく書類は次のとおり

です。一般競争入札参加申込の際に提出してくださ

い。(それぞれ原本１部)

　⑴�　連帯保証人が法人の場合

　　ア　連帯保証人となる旨の同意書

　　イ　商業登記簿（履歴事項全部証明書）

　　ウ　印鑑証明書（法務局に届け出たもの）

　　エ　国税の納税証明書

　　　ア�　その２・所得金額用

　　　イ�　その３の３「法人税」及び「消費税及び地方

消費税」について未納税額のない証明用

　　オ　固定資産課税台帳記載事項証明書

　　�　前記アの書類（国税の納税証明書　その２・所得

金額用）で年額260万円（基本貸付料（年額）が260

万円以上の場合は、基本貸付料（年額））以上の所

得金額がある場合は、提出いただく必要はありませ

ん。

　　カ　市税の納税証明書（川崎市内に本社又は事業所

を有している場合のみ）

　　　ア�　法人市民税

　　　　�　申込み時点において終了している事業年度の

うち直近２年度分の納税証明書（未納がないも

の）

　　　イ�　固定資産税・都市計画税（償却資産を含む）

　　　　�　令和元年度及び令和２年度の納税証明書（未

納がないもの）

　⑵�　連帯保証人が個人の場合

　　ア　連帯保証人となる旨の同意書

　　イ　印鑑登録証明書

　　ウ　身分証明書

　　　�　破産者でないことの証明書（本籍地の市町村長

発行）

　　エ　登記されていないことの証明書

　　　�　成年被後見人又は被保佐人とする記録がないこ

との証明書

10　入札及び開札の日時、場所

　�　次により入札を執行します。

　⑴�　入札の方法

　　�　入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付

料（消費税等相当額を含まないもの）を記入して下

さい。入札書の提出は持参によるものとします。

　⑵�　入札受付　　　　　　�令和４年２月22日（火）

　　　　　　　　　　　　　�午前10時から午前10時30分

まで

　⑶�　入札及び開札の日時　�令和４年２月22日（火）

　　　　　　　　　　　　　午前10時30分

　⑷�　入札及び開札の場所　�川崎市川崎区駅前本町11－

２　

　　　　　　　　　　　　　�川崎フロンティアビル９階　

　　　　　　　　　　　　　�川崎市市民文化局会議室

　⑸�　入札保証金　　　　　免除

　⑹�　落札者の決定

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格（最低貸付料）

　　�　以上の価格をもって有効な入札を行った方のう

ち、最高の価格をもって入札を行った方を落札候補

者とします。当該落札候補者及びその連帯保証人に
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ついて、資格を満たしているか否かの最終的な資格

審査を行い、落札候補者を落札者として決定しま

す。なお、資格審査の結果、当該落札候補者に資格

がないと認めたときは、当該落札候補者を失格と

し、順次、価格の高い入札者について同様の審査を

行い、資格が認められる落札候補者を落札者として

決定します。

　⑺�　入札の無効

　　�　入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効

と定める入札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　⑴�　契約条項　入札案内書に記載してあります。

　⑵�　契約書等作成の要否　要

　⑶�　契約保証金　契約金額の10分の１以上（円未満切

り上げ）

　⑷�　契約の締結期限　令和４年３月７日（月）

　⑸�　契約の締結　本件契約を締結しない場合、落札者

の決定が取消しとなります。

　⑹�　貸付料の支払い　入札案内書に記載してありま

す。

12　その他

　⑴�　事情により予告なく入札を変更し、又は取り止め

る場合等があります。

　⑵�　詳細は入札案内書に記載してあります。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、前記５⑴に同

じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第147号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�川崎高等学校及び附属中学校建物管

理業務委託

　⑵�　履行場所　　�川崎市立川崎高等学校及び附属中学

校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要� 施設管理・清掃・保守警備等これらに

付随する業務（詳細は仕様書によります。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業種 種目

16　警備 02　人的警備

17　建物清掃等

01　建築物清掃

02　建築物環境測定

04　建築物飲料水水質検査

左記又は08　建築物環境衛生総合管理

19　施設維持管理

01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

99　その他業務 07　受付案内、電話交換等の一般事務サービス

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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。

　⑹�　従事予定者の名簿及び業務に有する資格（電気主

任技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を証明す

るもの、従業員であることを証明できるものを提出

することができること。

　⑺�　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい

る、または資格を有する者が社員であることを証明

できるものを提出することができること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

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

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月２５日（火）～令和４年１月３１日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　申込に必要なもの

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の

　　ウ　２⑹に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　エ　２⑺に示した資格に係る取得を証明するものの

写し、または資格を有する者が社員であることを

証明できるものの写し

　　オ　担当者の名刺

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年�２月４日

（金）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。郵送による提出は認めません。

　　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月10日（木）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

７�　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月16日（水）午

前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５-４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎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、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、

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
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する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第148号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�令和４～８年度　学校機械警備業務

（川崎区）

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和９年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�センサー等による学校施設の監視

（火災、盗難、ガス漏れ、不良行為

の防止等）等

　　　　　　　　　※　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　３⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和�４年２月２日（水）までに交付
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５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和�４年２月２日（水）～令和４年２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月14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

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４年２月21日（月）　

午前９時30分

　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

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札額は、５年長期継続契約の総額でご記入くだ

さい。

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第149号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�令和４～８年度　学校機械警備業務

（幸区）

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和９年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�センサー等による学校施設の監視

（火災、盗難、ガス漏れ、不良行為

の防止等）等

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。
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２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　３⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月７日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月14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

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４年２月21日（月）　

午前９時30分

　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

　　�　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
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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。

　⑺�　入札額は、５年長期継続契約の総額でご記入くだ

さい。

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　�その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第150号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�令和４～８年度　学校機械警備業務

（中原区）

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和９年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�センサー等による学校施設の監視

（火災、盗難、ガス漏れ、不良行為

の防止等）等

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　３⑷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。
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　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確

認してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和�４年�２月�２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月７日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月14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

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４年２月21日（月）　

午前９時30分

　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

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札額は、５年長期継続契約の総額でご記入くだ

さい。

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　�その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────
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川崎市公告第151号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�令和４～８年度　学校機械警備業務

（高津区）

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和９年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�センサー等による学校施設の監視

（火災、盗難、ガス漏れ、不良行為

の防止等）等

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　３⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確

認してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月７日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月14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

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。
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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４年２月21日（月）　

午前９時30分

　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

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札額は、５年長期継続契約の総額でご記入くだ

さい。

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第152号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�令和４～８年度　学校機械警備業務

（宮前区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和９年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�センサー等による学校施設の監視

（火災、盗難、ガス漏れ、不良行為

の防止等）等

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井
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電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　　�令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　３⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４�　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和�４年�２月�２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月７日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月14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

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４年２月21日（月）　

午前９時30分

　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

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札額は、５年長期継続契約の総額でご記入くだ

さい。

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
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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。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第153号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�令和４～８年度　学校機械警備業務

（多摩区）

　⑵�　履行場所　　川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和９年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�センサー等による学校施設の監視

（火災、盗難、ガス漏れ、不良行為

の防止等）等

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　３⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年�２月７日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メールア

ドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をしてく

ださい。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

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

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月14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

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４年２月21日（月）

　　　　　　　　　　　　　午前９時30分

　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

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札額は、５年長期継続契約の総額でご記入くだ

さい。

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９�　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第154号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�令和４～８年度　学校機械警備業務

（麻生区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和９年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�センサー等による学校施設の監視

（火災、盗難、ガス漏れ、不良行為

の防止等）等

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、業種「警備」、種目「機械

警備」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同
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等の契約実績を有すること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　平井

電話　　044－200－3314

FAX　�　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　３⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。また、

書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月７日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月14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

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４年２月21日（月）　

午前９時30分

　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

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札の

場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　入札額は、５年長期継続契約の総額でご記入くだ

さい。

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
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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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑸�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第155号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�中央支援学校建物管理業務

　⑵�　履行場所　　川崎市立中央支援学校

　⑶�　履行期間　　�令和�４年�４月�１日～令和�５年�

３月31日

　⑷�　委託概要　　�別紙委託仕様書による

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業種 種目

17　建物清掃等

01�建築物清掃

02�建築物環境測定

04�建築物飲料水水質検査

左記又は08　建築物環境衛生総合管理

19　施設維持管理

01�電気・機械設備保守点検

02�エレベーター保守点検

03�空調・衛生設備保守点検

04�消火設備保守点検

05�ボイラー保守点検

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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る。

　⑺�　従事予定者の名簿及び業務に有する資格（建築物

環境衛生管理技術者）を証明するもの、従業員であ

ることを証明できるものを提出することができるこ

と。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担
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当　髙橋

電話　　044－200－3314

FAX　　044－200－3679

E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　申込に必要なもの

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑹に示した資格に係る書類

　　ウ　２⑺に示した資格に係る書類

　　エ　担当者の名刺

　　　※�　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�　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４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴�　質問受付期間　　　　

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）　

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵�　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は、電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。郵送による提出は認めません。

　　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑶�　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月10日（木）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

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４年２月16日（水）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎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、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」から御確認

ください。
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　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。

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156号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月 25 日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　　�学校産業廃棄物（専ら物）処分業務

委託

　⑵�　履行場所　　受託者が指定する処分場

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月

31 日

　⑷�　委託概要　　�産業廃棄物（専ら物）の処分業務

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和 39 年川崎市規則第 28 号）

第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目「産

業廃棄物処分業」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去５年間に、本市又は他官公庁等において、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。なお、民間実績については、

同等の契約履行実績を有すること。

　⑹�　川崎市産業廃棄物処分業又は神奈川県産業廃棄物

処分業の許可（産業廃棄物の種類に、金属くず、ガ

ラスくずが含まれていること。）を受けていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　�配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　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４年１月 25 日（火）～令和４年１月 31 日（月）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　ウ　２⑹に示した資格に係る「産業廃棄物処分業許

可証」の写し

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」

に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴の FAX 又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」
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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４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月９日（水）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

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４年２月 14 日（月）　

午後４時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３　

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第４庁舎４階第

４会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第 14 条の規定に基づいて作成し

た予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことあります。

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　�免除

　⑶�　前払金　　　　　　��否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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157号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　　�学校一般廃棄物等収集運搬業務委託

（南部）

　⑵�　履行場所　　川崎区・幸区・中原区の各学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�事業系一般廃棄物（古紙類含む）の

収集運搬業務

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目

「一般廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去５年間に、本市又は他官公庁等において、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。なお、民間実績については、

同等の契約履行実績を有すること。

　⑹�　川崎市一般廃棄物収集運搬業又は神奈川県一般廃

棄物収集運搬業の許可を受けていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」



川 崎 市 公 報 （第1,836号）令和４年(2022年)２月10日

－635－

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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　ウ　２⑹に示した資格に係る「一般廃棄物収集運搬

業許可証」の写し

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月７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４年２月15日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月22日（火）　

午前９時30分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎区東田町５番地４　

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことあります。

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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
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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158号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校一般廃棄物等収集運搬業務委託

（北部）

　⑵�　履行場所　　�高津区・宮前区・多摩区・麻生区の

各学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�事業系一般廃棄物（古紙類含む）の

収集運搬業務

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目

「一般廃棄物収集運搬業」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去５年間に、本市又は他官公庁等において、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。なお、民間実績については、

同等の契約履行実績を有すること。

　⑹�　川崎市一般廃棄物収集運搬業又は神奈川県一般廃

棄物収集運搬業の許可を受けていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　�配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　ウ　２⑹に示した資格に係る「一般廃棄物収集運搬

業許可証」の写し

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法
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　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、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４年２月２日（水）～令和４年２月７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４年２月15日（火）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

ができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月22日（火）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎区東田町５番地４　

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことあります。

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４年第２回川崎市議

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159号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校トイレ清掃業務委託（麻生区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�学校のトイレ清掃業務

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種�「建物清掃等」�種目�「建築

物清掃」�に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の契約実績を有するこ
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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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

６　　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７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４年２月14日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

１、２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。　

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変

えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当

する場合は、契約保証金の納付

を免除します。
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　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第160号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校トイレ清掃業務委託（宮前区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�学校のトイレ清掃業務

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種�「建物清掃等」�種目�「建築

物清掃」�に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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る。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ
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　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７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４年２月14日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

１、２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。　

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変

えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当

する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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161号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校トイレ清掃業務委託（多摩区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�学校のトイレ清掃業務

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種�「建物清掃等」�種目�「建築

物清掃」�に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、
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同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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る。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７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４年２月14日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

１、２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。　

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変

えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当
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する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第162号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校トイレ清掃業務委託（高津区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�学校のトイレ清掃業務

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種�「建物清掃等」�種目�「建築

物清掃」�に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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る。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

６　仕様に関する問合せ



川 崎 市 公 報 （第1,836号）令和４年(2022年)２月10日

－643－

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７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４年２月14日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

１、２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。　

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変

えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当

する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第163号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦　

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校トイレ清掃業務委託（中原区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�学校のトイレ清掃業務

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種�「建物清掃等」�種目�「建築

物清掃」�に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ
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れていること。

　⑸�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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る。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

６　　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７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４年２月14日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

１、２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。　

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変
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えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当

する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第164号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校トイレ清掃業務委託（幸区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�学校のトイレ清掃業務

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種�「建物清掃等」�種目�「建築

物清掃」�に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」、企業規模「中小企業」で登録さ

れていること。

　⑸�　過去４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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る。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたとき

は、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時
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　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７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４年２月14日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、

次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

１、２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。　

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変

えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当

する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第165号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦　

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校トイレ清掃業務委託（川崎区）

　⑵�　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�学校のトイレ清掃業務

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種�「建物清掃等」�種目�「建築

物清掃」�に登載されていること。
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　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４年の間に、本市又は他官公庁等において、

同等規模の類似業務を受託した実績を有すること。

民間実績については、同等の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る。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

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４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）　

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月３日（木）までに交付

６　　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７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４年２月14日（月）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）　

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎15階第

１、２会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。　

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機
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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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

から御確認ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第166号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�子母口小学校及び東橘中学校建物管

理業務

　⑵�　履行場所　　�川崎市立子母口小学校及び東橘中学

校

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�別紙仕様書による

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業種 種目

16　警備 02　人的警備

17　建物清掃等

01　建築物清掃

02　建築物環境測定

04　建築物飲料水水質検査

左記又は08　建築物環境衛生総合管理

19　施設維持管理

01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

05　ボイラー保守点検

99　その他業務 07　受付案内、電話交換等の一般事務サービス

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業である

こと。

　⑹�　過去４年間に、本市又は他官公庁等において、同

等の規模の類似業務を受託した実績、民間実績につ

いては、同等の契約実績があり、かつ誠実に履行し

た実績を有すること。ただし、発注者と直接契約を

締結した、元請としての契約実績に限ります。

　⑺�　従事予定責任者及び、業務に有する資格（電気主

任技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を保有す

る従事予定者の名簿及び、資格を証明するもの、社

員であることを証明できるものを提出することがで

きること。

　⑻�　情報セキュリティに関する規格を認証取得してい
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る、または資格を有する者が社員であることを証明

できるものを提出することができること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　�配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビ

ル５階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　春成

電話　　044－200－3314

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年�１月25日（火）から令和４年�１月�31

日（月）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日を除きます。

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の

　　ウ　２⑺に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　エ　２⑻�に示した事項を証明するものの写し

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧

に供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　�交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

６　　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和�４年�２月�２日（水）～令和�４年�２月�４

日（金）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和�４年�２月10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�４年�２月16日（水）

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５-４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎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、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

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
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えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当

する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　⑸�　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の「公契約

関係」を御確認ください。

　⑹�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報」の「入札情報かわさき」の「契約関係規定」

で閲覧することができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第167号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校産業廃棄物（廃プラスチック

類）処分業務

　⑵�　履行場所　　�受託者の指定する処分場所

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�産業廃棄物（廃プラスチック類）の

処分業務

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業である

こと。

　⑹�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約履行実績を有すること。

　⑺�　川崎市産業廃棄物処分業又は神奈川県産業廃棄物

処分業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラスチック

類が含まれていること。）を受けていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札

参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることができます。

　⑴�　�配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　春成

電話　��044－200－3314

ＦＡＸ　��044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑹に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　ウ　２⑺に該当する「産業廃棄物処分業許可証」の

写し

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧
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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４年２月２日（水）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月９日（水）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月14日（月）　

午後２時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３

　　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第４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４年第２回川崎市議

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168号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�学校産業廃棄物（焼却処分廃プラス

チック類）処分業務

　⑵�　履行場所　　�受託者の指定する処分場所

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�産業廃棄物（焼却処分廃プラスチッ
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ク類）の処分業務

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物処分」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」または「準市内」で登録されてい

ること。

　⑸�　過去５年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行した

実績を有すること。なお、民間実績については、同

等の契約履行実績を有すること。

　⑹�　川崎市産業廃棄物処分業又は神奈川県産業廃棄物

処分業の許可（産業廃棄物の種類に廃プラスチック

類が含まれていること。）を受けていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。一般競争入札

参加申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、

川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさ

き」からダウンロードすることができます。

　⑴�　�配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　春成

電話　��044－200－3314

ＦＡＸ　��044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑸に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　ウ　該当する「産業廃棄物処分業許可証」の写し

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　　　　�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４年２月２日（水）までに交付

６　　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎市

ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）�

午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和４年２月９日（水）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年２月14日（月）　

午後３時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区宮本町３番地

３

　　　　　　　　　　　　　第４庁舎４階第４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４年第２回川崎市議

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169号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦　

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�橘高等学校建物管理業務

　⑵�　履行場所　　�川崎市立橘高等学校

　⑶�　履行期間　　�令和４年�４月�１日から令和５年�

３月31日まで

　⑷�　委託概要　　�別紙仕様書による

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。

業種 種目

17　建物清掃等

01�建築物清掃

02�建築物環境測定

04�建築物飲料水水質検査

左記又は08　建築物環境衛生総合管理

19　施設維持管理

01�電気・機械設備保守点検

02�エレベーター保守点検

03�空調・衛生設備保守点検

04�消火設備保守点検

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業である

こと。

　⑹�　過去４年間に、本市又は他官公庁等において、同

等の規模の類似の業務を受託した実績があり、かつ

誠実に履行した実績を有すること。民間実績につい

ては、同等の契約履行実績を有すること。ただし、

発注者と直接契約を締結した、元請としての契約実

績に限ります。

　⑺�　従事予定責任者及び業務に有する資格（電気主任

技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を保有する

従事予定者の名簿及び、資格を証明するもの、社員

であることを証明できるものを提出することができ

ること。
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３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　配布・提出場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命川崎ビ

ル５階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　春成

電話　　044－200－3314

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布・提出期間

　　�　令和４年�１月25日（火）から令和４年１月�31日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　　※�　ただし、土曜日及び日曜日を除きます。

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑹に示した資格に係る契約書の写し

　　ウ　２⑺に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　エ　担当者の名刺

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷�　提出方法

　　�　持参

４　資料の閲覧　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供し

ます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡＸにより送付）

　⑵�　日時

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、３⑴の場所で配付しています。また、川

崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日

（金）　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和�４年�２月10日（木）

までに、全参加者あてに電子メール又はＦＡＸにて

送付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和�４年�２月16日（水）

午前９時30分

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５-４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎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、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。　ただし、

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
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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４年第２回川崎市議

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」で閲覧及びダ

ウンロードすることができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第170号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�川崎市立四谷小学校ほか飛散防止フ

ィルム等劣化調査業務委託

　⑵�　履行場所　　�教育環境整備推進室（川崎区宮本町

６番地）ほか

　⑶�　履行期間　　�契約締結の日～令和�４年３月31日

（木）

　⑷�　委託概要　　�川崎市立学校において、各学校の外

部に面する建具の劣化状況を確認す

る。

　　　　　　　　　※�　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目に登載され

ていること。

業種 種目

19　施設維持管理 99　その他の施設維持管理

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹�　過去３年間に、本市又は他官公庁において、類似

の業務を受託した実績（窓サッシの補修や改修工

事、点検業務実績も含める。委託、工事等の契約の

形態は問わない。）があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。民間実績については、同等の契約

履行実績を有すること。�

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　配布場所

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階　

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　環境整

備担当

電話　　044－200－3272

FAX　　044－200－3679

E-mail　�88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵�　配布期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日

（月）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

　⑶�　提出期間

　　�　持参の場合：令和�４年�１月25日（火）～令和�

４年１月31日（月）午前９時～正午、午後１時～午

後５時

　　※�　ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

郵送（書留郵便に限る）の場合：和�４年�１月25

日（火）～令和�４年１月31日（月）午後５時必

着

　⑷�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書
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　　イ　２⑸に示した資格に係る契約書の写し

　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となること

がありますので御注意ください。

　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたとき

は、これに応じなければなりません。

　⑸�　提出場所

　　�　持参の場合：３⑴の場所に提出。

　　�　郵送（書留郵便に限る）の場合：

　　　〒210－0004

　　　�川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　環

境整備担当　あて

４　資料の閲覧　　　�３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に

供します。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次に競

争参加資格確認通知書をより交付します。

　⑴�　交付方法

　　�　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４年�２月２日（水）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先　　　　　

　　�　３⑴に同じ

　⑵�　問合せ方法

　　�　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、電話連絡してください。

　　※�　郵送による提出は認めません。なお、「質問

書」は、３⑴の場所で配付しています。また、川

崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」からダウンロードすることができます。

　⑶�　問合せ受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日

（金）　午前９時～正午、午後１時～午後５時

　⑷�　回答方法

　　�　質問に対する回答は、令和�４年�２月９日（水）

までに、全参加者宛て電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵�　入札・開札の日時　　�令和４年�２月15日（火）

午後２時

　⑶�　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区富士見２－１

－３　川崎市教育文化会館　

２階　第１会議室

　⑷�　入札保証金　　　　　�免除

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

の場合は、これを無効とします。

　⑹�　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑺�　その他　入札手続きの詳細については入札説明書

も参照のこと。

９　契約手続等

　⑴�　契約書の作成　　要

　⑵�　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融

機関若しくは保証事業会社の保

証をもって契約保証金の納付に

変えることができます。また、

川崎市契約規則第33条各号に該

当する場合は、契約保証金の納

付を免除します。

　⑶�　前払金　　　　　否

　⑷�　議決の要否　　　否

　⑸�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び、川崎市競争入札参加者心得

等は、３⑴の場所及び、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵�　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。
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　　　───────────────────

川崎市公告第171号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

　　�　リアルタイムＰＣＲ装置年間保守業務

　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４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、川崎市「令和３・４年度�川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「その他業

務」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成29年４月１日以降に、本業務の対象機器と同

メーカーのリアルタイムＰＣＲ装置保守点検業務委

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４年１月25日から１月31日までの午前８時30

分から午後５時までとします。ただし、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」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４年２月１日　午後５時

　　�　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和４年２月２日までに電子メール

で配信します。

　⑵�　交付場所

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日から２月４日午後５時までとし

ます。ただし、持参の場合は、正午から午後１時ま

でを除く、午前８時30分から午後５時までとしま

す。

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷�　質問受付方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ　ＦＡＸ

　　　　044-288-2044

　⑸�　回答方法

　　�　質問があった場合、令和４年２月８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



（第1,836号）令和４年(2022年)２月10日 川 崎 市 公 報

－658－

　�　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。

　　エ　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札・開札日時

　　　　令和４年２月15日　午後３時

　　イ　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶�　入札書の提出方法

　　�　持参又は郵送（書留郵便に限る。）

　　�　なお、郵送の場合は、令和４年２月14日　午後５

時までに（必着）、封筒に所定の入札書を入れて封

印し、当該封筒に「１⑴入札件名」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、当該送付後速やかに「３⑴提出場所」に

この旨を電話にて連絡してください。

　　�　提出先：「３⑴提出場所」に同じ。

　⑷　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８　契約手続等

　�　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４年第２回川崎市議会定例

会における、本件に係る予算の議決を要します。

　⑴�　契約保証金は、免除とします。

　⑵�　前払金の要否

　　�　前払金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」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」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172号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

　　�　ＤＮＡシーケンサ年間保守及び定期点検業務

　⑵�　履行場所

　　�　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階

　　�　川崎市健康安全研究所

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、川崎市「令和３・４年度　川
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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29年４月１日以降に、本業務の対象機器と同

メーカーのＤＮＡシーケンサ保守点検業務委託契

約の実績があること。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り競争入札参加申込書を提出してください。

　⑴�　提出場所

〒210-0821

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階

川崎市健康安全研究所

電　話　044-276-8250

ＦＡＸ　044-288-2044

E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日から令和４年１月31日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、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」

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４年２月１日　午後５時

　　�　ただし、川崎市「令和３・４年度　業務委託有資

格業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録

している場合は、令和４年２月２日までに電子メー

ルで配信します。

　⑵�　交付場所

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日から令和４年２月４日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷　質問受付方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ　ＦＡＸ

　　　　044-288-2044

　⑸　回答方法

　　�　質問があった場合、令和４年２月８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。

　　エ　その他の事項については、川崎市競争入札参加
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者心得によります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札・開札日時

　　　　令和４年２月15日　午後２時30分

　　イ　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶�　入札書の提出方法

　　　持参又は郵送（書留郵便に限る。）

　　�　なお、郵送の場合は、令和４年２月14日　午後５

時までに（必着）、封筒に所定の入札書を入れて封

印し、当該封筒に「１⑴入札件名」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、当該送付後速やかに「３⑴提出場所」に

この旨を電話にて連絡してください。

　　�　提出先：「３⑴提出場所」に同じ。

　⑷　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑸　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８　契約手続等

　�　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４年第２回川崎市議会定例

会における、本件に係る予算の議決を要します。

　⑴�　契約保証金は、免除とします。

　⑵�　前払金の要否

　　�　前払金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑷　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」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」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173号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

　　�　非感染性産業廃棄物（汚泥・廃プラスチック）収

集運搬及び処分業務

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、川崎市「令和３・４年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種「廃棄物関連

業務」の種目「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業

廃棄物処分業」の両方に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成29年４月１日以降に、本件業務と同様の契約

実績があること（契約実績を証明できるものを書面

にて競争入札参加申込書と共に提出すること。）。

　⑸�　入札期日及び履行期間の始期において、本件業務

を実施するために必要な許可を受けていること（収

集運搬及び処分に係る許可証の写しを競争入札参加

申込書と共に提出すること。）。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り競争入札参加申込書を提出してください。

　⑴�　提出場所

　　　〒210-0821

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階
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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４年１月25日から令和４年１月31日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、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�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　　ウ　許可を受けていることを確認できる書類（許可

証の写し）

　⑷　提出方法

　　�　持参に限ります。

　⑸　競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

　　�　提出書類（競争入札参加申込書）及び入札説明書

並びに仕様書等は、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」

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４年２月１日　午後５時

　　�　ただし、川崎市「令和３・４年度　業務委託有資

格業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録

している場合は、令和４年２月２日までに電子メー

ルで配信します。

　⑵�　交付場所

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日から令和４年２月４日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷　質問受付方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア　持参

　　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ　ＦＡＸ

　　　　044-288-2044

　⑸　回答方法

　　�　質問があった場合、令和４年２月８日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６　競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に「２　競争入札参加資格に関する事項」

の各号のいずれかの資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵�　競争入札参加申込書、提出書類等について虚偽の

記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴�　入札方法等

　　ア　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　イ　契約は単価契約となります。従いまして、入札

は１キログラムあたりの収集運搬及び処分に係る

単価（税抜き）を入札金額として行います。つま

り、入札金額は、１キログラムあたりの収集運搬

に係る単価（税抜き）と１キログラムあたりの処

分に係る単価（税抜き）を合算した金額となりま

す。入札者は見積った金額の110分の100に相当す

る金額を入札書に記載してください。

　　ウ　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約単価金額とします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札・開札日時

　　　　令和４年２月15日　午後２時

　　イ　入札・開札場所

　　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　　川崎市健康安全研究所

　⑶�　入札書の提出方法
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　　�　持参又は郵送（書留郵便に限る。）

　　�　なお、郵送の場合は、令和４年２月14日　午後５

時までに（必着）、封筒に所定の入札書を入れて封

印し、当該封筒に「１⑴入札件名」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、当該送付後速やかに「３⑴提出場所」に

この旨を電話にて連絡してください。

　　�　提出先：「３⑴提出場所」に同じ。

　⑷　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑸　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８　契約手続等

　�　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４年第２回川崎市議会定例

会における、本件に係る予算の議決を要します。

　⑴�　契約保証金は、免除とします。

　⑵�　前払金の要否

　　�　前払金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑷　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」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」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174号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１　競争入札に付する事項

　⑴�　入札件名

　　�　健康安全研究所細菌検査器具滅菌洗浄等業務

　⑵�　履行場所

　　　�川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

２　一般競争入札参加資格に関する事項

　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、川崎市「令和３・４年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「医療関連

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29年４月１日以降に、本市又は他官公庁、研

究施設において医療関連業務委託契約の実績がある

こと。

３　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　�　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り競争入札参加申込書を提出してください。

　⑴�　提出場所

〒210-0821

川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター２階

川崎市健康安全研究所

電　話　044-276-8250

ＦＡＸ　044-288-2044

E-mail　40eiken@city.kawasaki.jp

　⑵�　提出期間

　　�　令和４年１月25日から令和４年１月31日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、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�　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　契約実績を確認できる書類（契約書の写し等）

　⑷　提出方法

　　　持参に限ります。

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

並びに仕様書等は、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」

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４年２月１日　午後５時

　　�　ただし、川崎市「令和３・４年度　業務委託有資

格業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録

している場合は、令和４年２月２日までに電子メー

ルで配信します。

　⑵�　交付場所

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

５　仕様に関する問い合わせ

　⑴�　問い合わせ先

　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日から令和４年２月４日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷　質問受付方法

　　�　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア　持参

　　　�　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ　電子メール

　　　　40eiken@city.kawasaki.jp

　　ウ　ＦＡＸ

　　　　044-288-2044

　⑸　回答方法

　　�　質問があった場合、令和４年２月８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。

　　エ　その他の事項については、川崎市競争入札参加

者心得によります。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札・開札日時

　　�　令和４年２月15日　午後１時30分

　　イ　入札・開札場所

　　　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号

　　　川崎生命科学・環境研究センター２階

　　　川崎市健康安全研究所

　⑶�　入札書の提出方法

　　�　持参又は郵送（書留郵便に限る。）

　　�　なお、郵送の場合は、令和４年２月14日　午後５

時までに（必着）、封筒に所定の入札書を入れて封

印し、当該封筒に「１⑴入札件名」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、当該送付後速やかに「３⑴提出場所」に

この旨を電話にて連絡してください。

　　�　提出先：「３⑴提出場所」に同じ。

　⑷　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８　契約手続等
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　�　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４年

　�　第２回川崎市議会定例会における、本件に係る予算

の議決を要します。

　⑴�　契約保証金は、免除とします。

　⑵�　前払金の要否

　　�　前払金はありません。

　⑶�　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑷　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」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」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175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４年１月25日

川崎市長��福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�令和４年度市民税・県民税（普通徴

収）納税通知書製本、封入及び封緘

業務委託

　⑵�　履行場所　　仕様書のとおり

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年１月

10日まで

　⑷�　業務概要　　�市民税・県民税（普通徴収）当初課

税時における納税通知書製本、封入

及び封緘等業務委託

　　　　　　　　　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿の業種99「その他業務」、種目99

「その他」に登載されていること。

　⑷�　作業場所を関東圏内（東京都、神奈川県、千葉

県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県）に有するこ

と。

　⑸�　本市又は他官公庁において市民税・県民税（普通

徴収）納税通知書の封入封緘等業務の契約実績また

は同等の契約の実績があること。

　⑹�　「プライバシーマーク」の使用許諾事業者として

認定されていること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　

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４年１月25日（火)から令和４年２月１日

（火)まで(午前８時30分から正午まで及び午後１時

から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　業務実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ　プライバシーマーク登録証の写し

　　　�　上記ア以外の書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷　提出方法

　　�　持参してください。

　⑸�　その他

　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会

　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。
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　⑴�　交付場所�

　　�　上記３⑴に同じ。

　⑵�　通知書交付日

　　�　令和４年２月４日(金)�

　⑶�　入札説明書の交付

　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－

「入札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」

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

html）

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　⑷�　入札説明会

　　�　実施しません。

５　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

財政局税務部市民税管理課　　担当：髙木・田口

電　話：044－200－2228(直通)

FAX：044－200－3907

E-mail：23simka@city.kawasaki.jp

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月４日（金）から令和４年２月９日(

水)午後５時まで

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・メールで質問する場合は、質問書を送

信した旨を担当まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和４年２月14日（月）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全社宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送付します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６　競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　�　本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費

税額を含まない。)�で行います。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用や

帳票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考

慮して算出してください。

�　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア　提出日時

　　　　令和４年２月17日(木)　午後２時45分

　　イ　提出場所

　　　　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ

ル５階　第一会議室

　⑶�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑷�　開札の日時

　　上記⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

　　上記⑵イに同じ。

　⑹　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　否

　⑶�　契約書の作成　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報」(http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９　その他

　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。

　⑶�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し
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ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第176号

　　　入　　札　　公　　告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年１月25日

川崎市長��福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�シュレッダー装置一式の賃貸借及び

保守業務

　⑵�　履行場所　　本市指定場所

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日から令和９年３月

31日まで

　⑷�　業務概要　　�シュレッダー装置一式の賃貸借及び

保守

　　　　　　　　　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に業種「リース」、種目「事務用機

器」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�　本業務の機器等の物品調達について、本市又は他

官公庁に過去５年以内に業務を履行した類似の契約

実績があること。

　⑸�　この調達において契約締結後、仕様書の内容を遵

守し確実かつ速やかに納入できること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の

求めに応じて、速やかに提供できること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

川崎市財政局税務部税制課　　担当：中田　

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４年１月25日(火)から令和４年２月１日(火)

まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　納入実績書及び契約内容を確認できる契約書等

の写し

　　ウ　導入予定機種（シュレッダー等）について、そ

の仕様を掲載したカタログ

　　　�　上記イ、ウの書類については提出者において作

成し、係る費用は提出者の負担とします。

　⑷�　提出方法

　　�　持参してください。

　⑸�　その他

　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４　競争入札参加資格確認通知書等の交付

　�　競争入札参加申込書を提出した者には、次により競

争入札参加資格確認通知書を交付します。

　�　ただし、川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業

者名簿へ登載した際に電子メールのアドレスを登録し

ている場合は、電子メールで配信します。

　�　なお、入札説明会は開催しません。

　⑴�　交付場所

　　�　上記３⑴に同じ。

　⑵�　通知書交付日

　　�　令和４年２月４日(金)　�

　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の期間で縦覧に供します。また、川崎市のホーム

ページからダウンロードできます。（「入札情報か

わさき」－「入札情報」の「物品」－「入札公表・

財政局」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/

index.html））

　　�　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及び

仕様書を交付します。

５　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　上記３⑴に同じ。

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月４日（金）から令和４年２月９日(

水)午後５時まで

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・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４年２月14日（月）午後５時15



川 崎 市 公 報 （第1,836号）令和４年(2022年)２月10日

－667－

分までに、競争入札参加資格があると認めた者全社

宛てにＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６　競争入札参加資格の喪失

　　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　�　機器等の調達及び導入設置作業に係る費用を含む

５年間のリース費用の総額(消費税額及び地方消費

税額を含まない。)で行います。

　　�　なお、リース総額は、１円未満の端数を切り捨て

たリース月額に60を乗じた額とします。また、金額

の算定にあたっては、次の項目を考慮した上で算出

してください。

　　ア　機器の保守費用

　　イ　機器の保険料

　　ウ　機器の輸送、設置、撤去等に係る費用

　　エ　その他調達物件の賃借に係る費用

　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア　提出日時

　　　　令和４年２月17日(木)　午後３時15分

　　イ　提出場所

　　　　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ

ル５階　第一会議室

　⑶�　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷�　開札の日時

　　�　上記７⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

　　�　上記７⑵イに同じ。

　⑹　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合

は、免除します。

　⑵�　前払金　否

　⑶�　契約書の作成　要

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの

「入札情報かわさき」(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�　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�　この契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、

　　�　この契約を川崎市は変更又は解除できるものとし

ます。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は川崎市と落札者が協議して定め

るものとします。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

　　　───────────────────

川崎市公告第177号

　　　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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　�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４年４月１日から令和４年12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

港郵便局へ配送または、配送先別に

分類し各市税事務所納税課及び市税
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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）の規格を取得しているこ

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：寺澤・中田

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４年１月25日(火)から令和４年１月28日(金)

まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　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４年２月１日(火)　

　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：上

田�

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４年２月１日（火）から令和４年２月４日

（金）午後５時まで

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を上記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４年２月８日（火）午後５時ま

でに、競争入札参加資格があると認めた者全者宛て

にＦＡＸまたは電子メールにて送信します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６　競争入札参加資格の喪失

　　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札

参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
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とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　�　本業務に係る費用の総額（消費税額及び地方消費

税額を含まない。）で行います。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、備品購入費用や

帳票運搬費用等、業務履行にかかる費用すべてを考

慮して算出してください。

　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア　提出日時

　　　　令和４年２月10日(木)�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４年第２回川崎市議

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178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４年１月25日

川崎市長��福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件　　名　　郵便物集荷・差出代行業務委託

　⑵�　履行場所　　本市指定場所

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで

　⑷�　業務概要　　�各市税事務所・市税分室での郵便物

の集荷及び指定する郵便局での郵便

物の差出代行

　　　　　　　　　詳細は仕様書によります。

２　競争入札参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種25「倉庫・運送業務」、種

目01「運送業務」で登載されていること。

　⑷�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市

内」で登載されていること。

　⑸�　本業務について、本市又は他官公庁に過去５年以

内に業務を履行した類似の契約実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴�　配布及び提出場所

〒210－0006

川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

５階

川崎市財政局税務部税制課　　担当：寺澤・中田　

電　話：044－200－2190(直通)

FAX：044－200－3906

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

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月１日(火)

まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30

分から正午まで及び午後１時から午後５時まで)

　⑶�　提出物

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し

　　　�　上記の書類については提出者において作成し、

係る費用は提出者の負担とします。

　⑷�　提出方法

　　�　持参してください。

　⑸�　その他

　　�　提出した書類に関して説明を求められた場合に

は、これに応じなければなりません。また、提出さ

れた書類は返却しません。

４�　競争入札参加資格確認通知書等の交付及び入札説明

会

　�　上記３により、競争入札参加申込書を提出した者に

は、次により競争入札参加資格確認通知書を交付しま

す。ただし、川崎市業務委託有資格者名簿へ登録した

際に電子メールアドレスを登録している場合は、自動

的に電子メールで配信します。

　⑴�　交付場所

　　�　上記３⑴に同じ。

　⑵�　交付日時

　　�　令和４年２月４日（金)　

　⑶�　入札説明書の交付

　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で

縦覧に供します。また、川崎市のホームページから

ダウンロードできます。（「入札情報かわさき」－

「入札情報」の「委託」－「入札公表・財政局」

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

html））

　　�　なお、インターネットホームページから入手でき

ない場合には、申し出により無償で入札説明書を交

付します。

　⑷�　入札説明会

　　�　実施しません。

５　仕様に関する問合せ

　⑴�　問合せ先

　　�　上記３⑴に同じ。

　⑵�　問合せ期間

　　�　令和４年２月４日（金）から令和４年２月９日

（水)午後５時まで

　⑶�　問合せ方法

　　�　入札説明書に添付の質問書にて受付けます。ま

た、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、質問書

を送信した旨を上記３⑴まで御連絡ください。

　⑷�　回答方法

　　�　競争入札参加資格があると認めた者からの質問に

対する回答は、令和４年２月14日（月）までに、競

争入札参加資格があると認めた者全者宛てにＦＡＸ

または電子メールにて送信します。

　　�　なお、電話等による問合せには一切応じません。

６　競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等について、虚

偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴�　入札方法

　　�　各市税事務所・市税分室での郵便物の集荷及び指

定する郵便局での郵便物の差出代行の費用の総額(

消費税額及び地方消費税額を含まない。)で行いま

す。

　　�　なお、金額の算定にあたっては、運搬に係る諸経

費等を含め、業務履行にかかる費用すべてを考慮し

て算出してください。

　⑵�　入札書の提出日時及び場所

　　ア　提出日時

　　　　令和４年２月17日(木)　午後２時

　　イ　提出場所

　　　　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビ

ル５階　第１会議室

　⑶�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑷�　開札の日時

　　�　上記７⑵アに同じ。

　⑸�　開札の場所

　　�　上記７⑵イに同じ。

　⑹�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。ただし、その者の

入札価格が著しく低価格であるときは、調査を行う

ことがあります。

　⑺　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８　契約の手続等

　⑴�　契約保証金

　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合
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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�　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４年第２回川崎市議

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179号 

　一般競争入札について次のとおり公告します。�

　　令和４年１月25日�

川崎市長　福　田　紀　彦�

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名�

　　�　令和４年度川崎市予防接種帳票作成・封入封緘業

務委託

　⑵�　履行場所

　　�　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所

　⑶�　履行期間�

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで�

　⑷�　委託概要

　　�　予防接種法第５条第１項の規定に基づく定期予防

接種の実施における、帳票作成及び封入封緘の委託

業務

２　競争参加資格者に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。�

　⑴�　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第２

条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・.４年度川崎市業務

委託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「そ

の他」に登載されていること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契

約履行実績があること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり競

争参加の申込をしなければなりません。�

　⑴�　配布・提出場所及び問合せ先�

〒212-0013��

川崎市幸区堀川町580番地�ソリッドスクエア西館

12階

健康福祉局保健所感染症対策課　担当　横田(ヨ

コタ)

電話　044－200－2440　ＦＡＸ　044－200－3928�

Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp�

　⑵�　配布及び提出期間�

　　�　令和４年１月25日(火)から令和４年２月３日(木)

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。

　⑴�　交付場所及び問合せ先

　　�　３⑴と同じ

　⑵�　交付日時

　　�　令和４年２月４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

　⑶�　入札説明書の交付

　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せ

て、無償で入札説明書を交付します。また、入札説

明書は３⑴の場所において、令和４年１月25日(火)

から令和４年２月８日(火)まで(土曜日、日曜日及

び祝日を除く、午前９時から正午まで及び午後１時

から午後５時まで)縦覧に供する他、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」の「入札情報」で閲

覧することができます。

５　仕様又は入札説明書に関する問合せ

　　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次の

とおり行います。

　⑴�　問合せ先

　　�　３⑴と同じ
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　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４年２月４日(金)から令和４年２月８日(火)

まで

　　�　午前９時から正午及び午後１時から午後５時(土

曜日・日曜日及び祝日を除く)

　⑷�　回答方法

　　�　令和４年２月９日(水)までに、確認通知書を交付

した全社宛てに、電子メールで送付します。

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４年２月16日(水)　午後３時

　　ウ　入札場所

　　　　�川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア

東館３階　健康福祉局会議室

　　エ　�入札金額は仕様書に記載された予定数量に単価

を乗じた金額の合計額となります。

　　　　�入札(見積)書及び入札(見積)書内訳書をそれぞ

れ作成してください。

　⑵�　入札保証金

　　�　免除とします。

　⑶�　開札の日時

　　�　７⑴イと同じ

　⑷�　開札の場所

　　�　７⑴ウと同じ

　⑸�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。�

　⑹　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札

は、これを無効とします。�

８　契約の手続等�

　⑴�　契約保証金

　　ア　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　イ　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。

　⑵�　契約書作成の要否

　　　要�

　⑶�　前払金

　　　否�

　⑷�　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他�

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は、入札説明書のとおりとなります。�

　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口

　　�　３⑴と同じ

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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180号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　�川崎総合科学高等学校建物管理業務

　⑵�　履行場所　　�川崎市立川崎総合科学高等学校（川

崎市幸区小向仲野町５－１）

　⑶�　履行期間　　�令和４年４月１日～令和５年３月31

日

　⑷�　委託概要　　�建物等の維持管理、清掃、警備業務

等（詳細は仕様書によります。）

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて、次の業種・種目すべてに登

載されていること。
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業種 種目

16　警備 02　人的警備

17　建物清掃等

01　建築物清掃

02　建築物環境測定

04　建築物飲料水水質検査

左記又は08　建築物環境衛生総合管理

19　施設維持管理

01　電気・機械設備保守点検

02　エレベーター保守点検

03　空調・衛生設備保守点検

04　消火設備保守点検

05　ボイラー保守点検

99　その他業務 07　受付案内、電話交換等の一般事務サービス

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」で登録されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ

ること。

　⑹�　過去４年間に、本市又は他官公庁において、同等

の規模の類似の業務を受託した実績があり、かつ誠

実に履行した実績を有すること。民間実績について

は、同等の契約履行実績を有すること。ただし、発

注者と直接契約を締結した、元請としての契約実績

に限ります。

　⑺�　従事予定責任者及び、業務に有する資格（電気主

任技術者及び建築物環境衛生管理技術者）を保有す

る従事予定者の名簿及び、資格を証明するもの、社

員であることを証明できるものを提出することがで

きること。

　⑻�　情報セキュリティに関する規格を認証取得また

は、資格を保有する社員の名簿及び、資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものを提出す

ることができること。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、資料の閲覧及び

問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

の申込みをしなければなりません。一般競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　上床

電話　　　044－200－3270

ＦＡＸ　　044－200－3679

E-mail�　　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）

（土曜日、日曜日を除きます。）

　　�　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　２⑹に示した契約実績（過去４年以内）に係る

書類

　　ウ　２⑺に示した資格に係る名簿及び資格を証明す

るもの、社員であることを証明できるものの写し

　　エ　２⑻に示した資格に係る規格の認証取得を証明

するものの写し、または名簿及び資格を証明する

もの、社員であることを証明できるものの写し

　　オ　担当者の名刺

　　　※�　書類の提出に不備がある場合、無効となるこ

とがありますので御注意ください。

　　　※�　提出された書類等に関し説明を求められたと

きは、これに応じなければなりません。

　⑷　提出方法

　　�　持参

４　確認通知書の交付

　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り確認通知書を交付します。

　※�　併せて、入札説明資料も送付しますので必ず確認

してください。

　⑴�　交付方法

　　�　「川崎市業務委託有資格業者名簿」に登録されて

いる委任先メールアドレス（当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸ）により送付し

ます。

　⑵�　交付日

　　�　令和４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認
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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４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。郵送による提出は認めません。

　　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑶　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月10日（木）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴　入札方法　　　　　　持参による紙入札

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年２月16日（水）午

前９時30分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５-４

　　　　　　　　　　　　　�川崎市役所第３庁舎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、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合等、調査を行うことがあります。

８　契約手続等

　⑴　契約書の作成　　要

　⑵　契約保証金　　　契約金額の10％

　　　　　　　　　　　�　ただし、川崎市金銭会計規則

第８条に定める有価証券の提供

（振替債を除く。）、又は金融機

関若しくは保証事業会社の保証

をもって契約保証金の納付に変

えることができます。また、川

崎市契約規則第33条各号に該当

する場合は、契約保証金の納付

を免除します。

　⑶　前払金　　　　　否

　⑷　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２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。

　⑸　特定業務委託契約

　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約

に該当します。特定業務委託契約については、川崎

市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の「公契約

関係」を御確認ください。

　⑹　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ウェブサイト「入札情報　かわさき」の

「契約関係規定」で閲覧及びダウンロードすること

ができます。

９　その他

　⑴�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第181号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴�　件名　　　　　�川崎市立学校プール清掃業務（Ａ

ブロック）

　⑵　履行場所　　川崎市立学校

　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日～令和４年７月31

日

　⑷　委託概要　　委託仕様書参照

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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



川 崎 市 公 報 （第1,836号）令和４年(2022年)２月10日

－675－

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて業種「建物清掃等」、種目「建

築物飲料水貯水槽清掃」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「市内」で

登録されていること。

　⑸�　過去４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の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　上床

電話　　　044－200－3270

ＦＡＸ　　044－200－3679

E-mail�　　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）

（土曜日、日曜日を除きます。）

　　�　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ�　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　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４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。郵送による提出は認めません。

　　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑶　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月10日（木）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴　入札方法　　　　　　持参による紙入札

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）午

後２時00分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５- ４　　

川崎市役所第３庁舎12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
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予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価

格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価

格をもって入札を行った者を落札者とします。

８　契約手続等

　⑴　契約書の作成　　要

　⑵　契約保証金　　　免除

　⑶　前払金　　　　　否

　⑷　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２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。

　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182号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　　�川崎市立学校プール清掃業務（Ｂブ

ロック）

　⑵　履行場所　　川崎市立学校

　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日～令和４年７月31

日

　⑷　委託概要　　委託仕様書参照

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて業種「建物清掃等」、種目「建

築物飲料水貯水槽清掃」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「市内」で

登録されていること。

　⑸�　過去４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の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴�　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　上床

電話　　　044－200－3270

ＦＡＸ　　044－200－3679

E-mail�　　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）

（土曜日、日曜日を除きます。）

　　�　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ�　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　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４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答
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　�　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４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。郵送による提出は認めません。

　　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑶　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月10日（木）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）午

後２時00分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５- ４　　

川崎市役所第３庁舎12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。

８　契約手続等

　⑴　契約書の作成　　要

　⑵　契約保証金　　　免除

　⑶　前払金　　　　　否

　⑷　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２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。

　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183号

　一般競争入札について、次のとおり公表します。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名　　　　�川崎市立学校プール清掃業務（Ｃブ

ロック）

　⑵　履行場所　　�川崎市立学校

　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日～令和４年７月31

日

　⑷　委託概要　　�委託仕様書参照

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿にて業種「建物清掃等」、種目「建

築物飲料水貯水槽清掃」に登載されていること。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、規模区分「中小企業」かつ地域区分「市内」で

登録されていること。

　⑸�　過去４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
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　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配布しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴　資料の閲覧・配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004

川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　上床

電話　　　044－200－3270

ＦＡＸ　　044－200－3679

E-mail�　　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵　資料の閲覧・配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）～令和４年１月31日（月）

（土曜日、日曜日を除きます。）

　　�　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ�　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　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４年２月２日（水）までに交付

５　質問書の受付・回答

　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認

めた者からの質問・回答方法は次のとおりです。

　⑴　質問受付期間

　　�　令和４年２月２日（水）～令和４年２月４日（金）

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑵　質問方法

　　�　「質問書」により、３⑴のＦＡＸ又は電子メール

アドレス宛てに送信後、所管課まで電話連絡をして

ください。郵送による提出は認めません。

　　�　なお、「質問書」は、３⑴の場所で配布しています。

また、川崎市ウェブサイト「入札情報」の「入札情

報かわさき」からダウンロードすることができます。

　⑶　回答方法

　　�　入札参加資格があると認めた者から質問があった

場合、令和４年２月10日（木）までに、入札参加資

格があると認めた者に文書（電子メールまたはＦＡ

Ｘ）にて送付します。

６　入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴�　この公告に定める参加資格の要件を満たさなく

なったとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて行

うものとします。

　⑴　入札方法　　　　　　�持参による紙入札

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年２月17日（木）午

後２時00分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市川崎区東田町５- ４　　

川崎市役所第３庁舎12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。

８　契約手続等

　⑴　契約書の作成　　要

　⑵　契約保証金　　　免除

　⑶　前払金　　　　　否

　⑷　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２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。

　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
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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184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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件　　名

　　�　令和４年度川崎市学校給食用食材産地判別検査業

務委託

　⑵　履行場所

　　�　給食調理施設のある市立小・中・特別支援学校

（122校）、学校給食センター（３施設）、教育委員

会事務局健康給食推進室のうち６か所程度

　⑶　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷　委託概要

　　�　学校給食用食材の産地判別検査

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」・種目「そ

の他の調査・測定」で登載されていること。

　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31年度以降において、行政機関から産地判別

検査業務を受託した実績があって不履行がないこと。

３�　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布します。また、川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　明治

安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室〔中学校

給食〕：今井担当

電　話：044－200－0359（直通）

E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（月）から令和４年１月28日

（金）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶　提出するもの

　　　①競争入札参加申込書

　　　②２⑷を証明するものの写し

４　入札説明書等の縦覧

　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５　競争参加資格確認通知書等の交付

　�　３により競争参加申込書を提出し、当該業務の入札

に参加することが認められた者に、令和４年２月２日

（水）午後５時までに競争参加資格確認通知書を交付

します。

　　�　また、競争参加資格があると認めた者には、入札

書、入札説明書及び仕様書も併せて交付します。交

付方法については、令和３・４年度「業務委託有資

格業者名簿」に登録の電子メールアドレスにメール

を送信します。

６　仕様に関する問合せ先

　⑴　問い合わせ先

　　�　３の⑴と同じです。問合せの内容は、入札説明書

に添付している「質問書」の様式を使用し、必要事

項を記載の上、電子メールで送信し、送信後に必ず

担当者あて電話連絡をしてください。

　⑵　受付期間

　　　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日（月）

　　�　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。）

　⑶　回答予定日

　　�　令和４年２月10日（木）午後５時までに電子メー

ルにて回答

　⑷　その他

　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問合せには回答

いたしません。

　　イ�　提出された全ての質問について、当該競争入札

参加資格を有する全ての者に回答いたします。
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７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　競争参加資格確認通知書の交付後にこの公告に定

める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等

　⑴�　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書及び見積内訳書をもって行

い、入札書等は入札件名が記載された封筒に入れ

持参すること。郵送は認めない。

　　エ�　入札金額は、各検査等の単価額及び単価額に予

定数量を乗じた推定総金額（税抜き）を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵　入札･開札の日時及び場所

　　ア　日　時　　�令和４年２月22日（火）　午後１時

30分

　　イ　場　所　　�川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　�明治安田生命川崎ビル４階　教育委

員会第２会議室

　⑶　入札保証金

　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除とします。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、各検査等

の予定単価額に予定数量を乗じて算出した予定価格

の制限の範囲内で、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。なお、

落札者の見積もり内訳書に記載された単価を契約単

価とし、実際の各検査等の発注数量にかかわらず、

契約単価を用いるものとします。

　⑸　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９　契約の手続等

　⑴　契約保証金

　　�　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除

とします。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑶　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

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

係規程」において閲覧することができます。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶�　問合せ窓口は３の⑴に同じです。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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185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４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項
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　⑴　件　　名

　　　�令和４年度川崎市学校給食用食材衛生検査業務委

託

　⑵　履行場所

　　�　給食調理施設のある市立小・中・特別支援学校

（122校）、定時制高校（４校）、

　　�　学校給食センター（３施設）、教育委員会事務局

健康給食推進室のうち６か所程度

　⑶　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷　委託概要

　　�　学校給食用食材の衛生検査

２　競争入札参加資格に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ

なければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市の業務

委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」・種目「そ

の他の調査・測定」で登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷　食品衛生法上の登録検査機関であること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申込みをしなければなりません。競争入札参加申込

書等は、３⑴の場所で配布します。また、川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html）において、本

件の「入札公表情報詳細」のページからダウンロード

することができます。ただし、競争参加申込書の提出

は持参によるものとし、郵送は認めません。

　⑴　配布・提出場所及び問合せ先

〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地　明治

安田生命川崎ビル10階

川崎市教育委員会事務局健康給食推進室〔中学校

給食〕：今井担当

電　話：044－200－0359（直通）

E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp

　⑵　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年１月28日

（金）までの午前８時30分から正午まで及び午後１

時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日

曜日、祝日等の本市閉庁日を除きます。

　⑶　提出するもの

　　　�①競争入札参加申込書

　　　②�食品衛生法上の登録検査機関であることを証明

するものの写し

４　入札説明書等の縦覧

　�　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供します。

５　競争参加資格確認通知書等の交付

　�　３により競争参加申込書を提出し、当該業務の入札

に参加することが認められた者に、令和４年２月２日

（水）午後５時までに競争参加資格確認通知書を交付

します。

　�　また、競争参加資格があると認めた者には、入札書、

入札説明書及び仕様書も併せて交付します。交付方法

については、令和３・４年度「業務委託有資格業者名

簿」に登録の電子メールアドレスにメールを送信しま

す。

６　仕様に関する問合せ先

　⑴　問い合わせ先

　　�　３の⑴と同じです。問合せ内容は、入札説明書に

添付している「質問書」の様式を使用し、必要事項

を記載の上、電子メールで送信し、送信後に必ず担

当者あて電話連絡をしてください。

　⑵　受付期間

　　�　令和４年２月３日（木）～令和４年２月７日（月）

　　�　（毎日午前８時30分から正午まで及び午後１時か

ら午後５時まで。）

　⑶　回答予定日

　　�　令和４年２月10日（木）午後５時までに電子メー

ルにて回答

　⑷　その他

　　ア�　原則として、受付期間を過ぎた問合せには回答

いたしません。

　　イ�　出された全ての質問について、当該競争入札参

加資格を有する全ての者に回答いたします。

７　競争入札参加資格の喪失

　�　競争参加資格があると認められた者が次のいずれか

に該当するときは、この入札に参加することができま

せん。

　⑴�　競争参加資格確認通知書の交付後にこの公告に定

める資格条件を満たさなくなったとき。

　⑵　競争参加申込書に虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等

　⑴　入札の方法

　　ア�　入札会場に入場しようとするときは、競争参加

資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参する

こと。�

　　イ�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその

代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に

立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立

ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する

委任状を入札前に提出すること。�

　　ウ�　入札は所定の入札書及び見積内訳書をもって行
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い、入札書等は入札件名が記載された封筒に入れ

持参すること。郵送は認めない。

　　エ�　入札金額は、各検査等の単価額及び単価額に予

定数量を乗じた推定総金額（税抜き）を記載する

こと。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。

ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者

心得第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者は除く。

　⑵　入札･開札の日時及び場所

　　ア　日　時　　�令和４年２月22日（火）　午後２時

30分

　　イ　場　所　　�川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　�明治安田生命川崎ビル４階　教育委

員会第２会議室

　⑶　入札保証金

　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。

　⑷　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、各検査等

の予定単価額に予定数量を乗じて算出した予定価格

の制限の範囲内で、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。なお、

落札者の見積もり内訳書に記載された単価を契約単

価とし、実際の各検査等の発注数量にかかわらず、

契約単価を用いるものとします。

　⑸　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は、無効とします。

９　契約の手続等

　⑴　契約保証金

　　�　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除

します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにも関わらず契約を締結しな

かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ

らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第

33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ

ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の

10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否

　　�　必要とします。

　⑶　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、３の⑴の場所及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」（https://www.

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

係規程」において閲覧することができます。

10　その他

　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑶�　問い合わせ窓口は３の⑴に同じです。

　⑷�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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186号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１�一般競争入札に付する事項

　⑴　件名

　　�　コンテナターミナル受変電設備等保守点検管理業

務委託

　⑵�　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶�　履行期間

　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　コンテナターミナルの特別高圧受変電設備・非常

用自家発電設備等の機能を正常かつ良　好に維持す

るため、日常及び定期的な保守点検及び管理を行う。

　　�　（業務委託項目）

　　　・受変電設備保守管理業務

　　　　�受変電設備及び監視制御設備の24時間常駐監

視・運転操作業務

　　　・受変電設備保守点検業務

　　　　�高圧受変電設備の定期法令点検及び非常用発電

設備の点検整備

　　　・電力監視設備保守点検業務
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　　　　電力監視設備の機能点検

２�一般競争入札参加資格

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者。

�　⑷�　コンテナターミナル受変電設備を24時間常駐監

視・運転操作を行えること。

　⑸�　現場作業責任者に第３種電気主任技術者免状以上

を有する者を配置できること。

　⑹�　巡監視員に電気の専門的知識を有する者を配置で

きること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　⑴�　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　　　�044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　　　�044－287－6038

　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（https://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ�　現場作業責任者となる予定の者が第３種電気主

任技術者免状以上を有することを証する書類

　⑷�　提出方法

　　�　持参とします。

４　入札説明書の縦覧

　�　入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間において縦

覧に供します。

５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には､次に

より競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア　交付場所

　　　　３⑴に同じ

　　イ　交付日時

　　�　令和４年２月７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４年２月

７日（月）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４年２月８日（火）午前９時から令和４年２

月10日（木）午後４時まで

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問受付方法

　　�　電子メール又はＦＡＸに限ります。

　　�　電子メール�58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　�044－287－6038

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月17日（木）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７�一般競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書について、虚偽の記載を

したとき。

８　入札手続等

　⑴�　入札方法　持参

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札日時

　　　令和４年２月22日（火）午後２時

　　イ　入札場所

　　�　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン３階会
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議室

　⑶�　入札保証金

　　　免除

　⑷�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９　契約の手続き等

　�　次により契約を締結します。

　⑴　契約保証金は次のとおりとします。

　　�　契約金額の10％とします。

　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否

　　�　契約書を作成することを要します。

　⑶　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議

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

　⑷�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。

　　�　特定業務委託契約においては、川崎市契約条例第

８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、川崎

市財政局資産管理部契約課ホームページ「入札情報

かわさき」内の、川崎市契約条例、川崎市契約規則、

「特定工事請負契約及び特定業務委託契約の手引

き」を御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第187号

　　　入　　札　　公　　告

　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１�一般競争入札に付する事項

　⑴　件名

　　�　コンテナターミナル荷役機械設備保守点検業務委

託

　⑵�　履行場所

　　　川崎市川崎区東扇島92番地

　⑶�　履行期間

　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　業務概要

　　�　コンテナターミナル内にある荷役機械の各設備機

能を正常かつ良好に維持するため、保守点検及び管

理を行う。

保守点検設備

　　　　　ガントリークレーン　　　　　３基

　　　　　トランスファークレーン　　　６基

　　　　　関連補機等　　　　　　　　　１式

　　�　詳細については、「コンテナターミナル荷役機械

設備保守点検業務委託仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電

気・機械設備保守点検」で登録されている者

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書を提出しなければなりません。

　⑴　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局　川崎港管理センター　港湾管理課

　　　電話番号　　　�044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　　　�044－287－6038

　　　E-mail　58koukan@city.kawasaki.jp

　　�　なお、一般競争入札参加申込書については、川崎

市のホームページの「入札情報かわさき」（https://

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

て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード

できます。

　⑵　配布・提出期間
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　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１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

　　　一般競争入札参加申込書

　⑷�　提出方法

　　　持参とします。

４　入札説明書の縦覧

　�　入札説明書は、３⑴の場所において、３⑵の期間ま

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４年２月７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４

年２月７日（月）までに入札参加資格確認通知書、

入札説明書及び仕様書等を電子メールにより送付

します。

６　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月８日（火）午前９時から令和４年２

月10日（木）午後４時まで

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸに限ります。

電子メール�58koukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　　�044－287－6038

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月17日（木）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７　一般競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等

　⑴　入札方法　持参

　⑵�　入札・開札の日時及び場所

　　ア　入札日時

　　　　令和４年２月25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

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸�　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

９　契約の手続き等

　�　次により契約を締結します。

　⑴　契約保証金は次のとおりとします。

　　�　契約金額の10％とします。

　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場

合は、免除します。

　⑵　契約書作成の要否

　　�　契約書を作成することを要します。

　⑶　契約条項等の閲覧

　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

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

html）の「契約関係規定」で閲覧することができま

す。

　⑷�　議決の要否

　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回川崎市議
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会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴�　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�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条

例第７条第１項第２号に規定する「特定業務委託契

約」に該当します。特定業務委託契約においては、

川崎市契約条例第８条各号に掲げる事項を定めま

す。詳しくは、川崎市財政局資産管理部契約課ホー

ムページ「入札情報かわさき」内の、川崎市契約条

例、川崎市契約規則、「特定工事請負契約及び特定

業務委託契約の手引き」を御覧ください。

　⑸�　本調達に直接関連する他の委託契約を本調達の受

注者と随意契約により締結する予定があります。�

　　　───────────────────

川崎市公告第188号

　　　入　　札　　公　　告

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

　一般競争入札について、次のとおり公告します。

１　一般競争入札に付する事項

　⑴�　件名

　　�　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４年４月１日から令和５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（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」、企業規模「中小」で登録されて

いる者。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「建物清掃等」、種目「建築物清掃」で登録さ

れている者。

　⑸�　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29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３

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

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４年１月25日（火）から令和４年１月31日

（月）までとします（土曜日、日曜日及び祝日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

５時まで）。

　⑶�　提出書類

　　ア　一般競争入札参加申込書

　　イ　上記２⑸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、３⑵の期間において縦

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
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　　イ　交付日時

　　　�　令和４年２月７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４

年２月７日（月）までに競争入札参加資格確認通

知書、入札説明書及び仕様書等を電子メールによ

り送付します。

６　仕様に関する問い合わせ先等

　⑴　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月８日（火）午前９時から令和４年２

月10日（木）午後４時まで

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問受付方法

電子メール又はＦＡＸに限ります。

電子メール�58koukan@city.kawasaki.jp

ＦＡＸ　　�044－287－6038

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月17日（木）までに、文書（ＦＡＸ又

は電子メール）にて、競争入札参加者全員に送付し

ます。

７　一般競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵�　一般競争入札参加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４年２月24日�(木)�午前10時

　　イ　入札場所

　　　　�川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン３階

会議室

　⑶�　入札保証金

　　　免除

　⑷�　落札者の決定方法

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とします。

　⑸�　入札の無効

　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９　契約の手続き等

　�　次により契約を締結します。

　⑴　契約保証金

　　�　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４年第２回川崎市議

会定例会における、本調達に係る予算の議決を要し

ます。

10　その他

　⑴�　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶�　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第189号

　　　入　　札　　公　　告

　総合評価一般競争入札について、次のとおり公告しま

す。

　　令和４年１月25日

川崎市長　福　田　紀　彦

１　競争入札に付する事項

　⑴　件名

　　　川崎港船舶給水業務委託

　⑵　履行場所

　　　川崎港港湾区域内

　⑶�　履行期間
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　　�　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

　⑷�　調達概要及び想定給水回数

　　ア�　川崎港内の係留施設（民間の係留施設を含む。）

に係留する船舶及び錨地等に停泊する船舶に対し

給水作業を行うものです。

　　イ�　想定給水回数は、次のとおりとします。

　　　　運搬給水　144回

　　　　岸壁給水　�12回

　　ウ�　詳細は「委託設計書」及び「川崎港船舶給水業

務委託仕様書（以下「仕様書」という。）」により

ます。

　⑸�　価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札

者を決定する総合評価一般競争入札（地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第167条の10の２第１

項の規定により落札者を決定する入札をいう。以下

同じ。）により行います。

２　総合評価一般競争入札方式採用理由

　�　船舶への給水業務は、船舶の航行に不可欠なサービ

スのため、受託業者には、安定的・確実な運営体制の

確保に加え、利用者からの希望に応じて確実にサービ

スを提供できる業務遂行能力が求められることから、

落札者の決定にあたっては、受託業者の技術能力及び

信頼性・社会性等と入札価格を一体的に評価できる総

合評価一般競争入札方式を採用することとします。

３　競争入札参加資格者に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、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「その他業務」種目「その

他」に登載されていること。

　⑷�　当該業務に使用する船舶については、次のいずれ

の条件も満たすこと。

　　ア�　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方

メートル以上の給水能力があり、かつ当該業務遂

行時に使用できること。

　　イ�　入札公告日から競争入札参加申込みを行うまで

の間において、適切に保管又は係留がされている

こと。

　　ウ�　船舶安全法に基づく定期検査、中間検査、又は

臨時検査等を適正に受け、合格していること。

４　競争入札参加申込書の配布及び提出

　�　競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴　配布・提出場所

　　　〒210－0869

　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階

　　　川崎市港湾局川崎港管理センター港湾管理課　

　　　電話番号　　　�044－287－6014

　　　ＦＡＸ　　　　�044－287－6038

　　　E-mail　�������58koukan@city.kawasaki.jp

　⑵　配布・提出期間

　　�　令和４年１月25日（火）から令和４年２月１日

（火）までの（土曜日、日曜日、祝日などの閉庁日

を除きます。）午前９時から午後５時までとします。

（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑶　提出書類

　　ア　競争入札参加申込書

　　イ�　積水量100立方メートル以上かつ毎時100立方

メートル以上の給水能力を持つ船舶を業務遂行時

に使用できることを示す書類

　　ウ�　入札公告日から競争入札参加申込みを行うまで

の間について、使用予定船舶が適切に保管又は係

留がされていることを示す書類（契約書や許可書

等の写し）

　　エ�　船舶安全法に基づく検査を受け、合格したこと

を示す書類（直近の船舶検査証書）

　⑷　提出方法

　　　持参に限ります。

５�　競争入札参加資格確認通知書、入札説明書及び仕様

書等の交付

　⑴　競争入札参加資格確認通知書の交付

　　�　競争入札参加申込書を提出した者には､次により

競争入札参加資格確認通知書を交付します。

　　ア　交付場所

　　　　４⑴と同じ

　　イ　交付日時

　　　�　令和４年２月４日（金）午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時の間は除きます。）

　⑵�　入札説明書及び仕様書等の交付

　　�　競争入札参加資格が有ると認めた者には、競争入

札参加資格確認通知書の交付に併せて、無償で入札

説明書及び仕様書等を交付します。

　　�　また、入札説明書及び仕様書等は４⑴の場所にお

いて、令和４年１月25日（火）から令和４年２月１

日（火）までの（土曜日、日曜日、祝日などの閉庁

日を除きます。）午前９時から午後５時まで、縦覧

に供します。（正午から午後１時の間は除きます。）

　　ア　交付場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ　交付日時

　　　　５⑴イに同じ

６�　仕様書等及び総合評価一般競争入札方式評価項目算
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定資料（以下「評価項目算定資料」という。）に関す

る問い合わせ先等

　⑴　問い合わせ先

　　　４⑴に同じ

　⑵�　質問受付期間

　　�　令和４年２月４日（金）午前９時から令和４年２

月９日（水）午後４時まで

　⑶�　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷�　質問受付方法

　　�　電子メール又はＦＡＸに限り、電話による質問は

受け付けません。

　　　電子メール�58koukan@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　�044－287－6038

　⑸�　回答方法

　　�　令和４年２月16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　競争入札参加資格の喪失

　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴�　開札前に上記３の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。ただし、３⑷イについては、

「競争入札参加申込みを行う」を「開札予定日」に

読み替えるものとし、開札予定日まで適切に保管又

は係留がされていないことが明らかとなった場合も

含むものとする。

　⑵�　４⑶の提出書類について虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続き等

　⑴�　入札書と評価項目算定資料の提出

　　�　入札書・評価項目算定資料は入札説明書等に基づ

き作成し、入札件名及び商号又は名称を記載した封

筒に封入した「入札書」と「総合評価一般競争入札

方式評価項目算定資料在中」と記載した封筒に封入

した「評価項目算定資料」を一緒に、事前にご連絡

をいただいた上で、直接持参により提出してくださ

い。

　　ア　提出場所

　　　　４⑴に同じ

　　イ　提出書類　

　　　ア　入札書

　　　　�　所定の入札書に入札件名及び商号又は名称を

記載し、封筒に入れて提出してください。

　　　　�　本入札は、船舶の維持管理等に係る「業務固

定費」及び給水作業の回数に応じて支払う

　　　　�　「従量費」の各内訳ごとの単価に予定数量を

乗じた総価入札、契約は単価契約とします。

　　　　�　入札に際しては、「川崎市競争入札参加者心

得」第３条第２項の規定に関わらず、各内訳ご

との単価に予定数量を乗じた金額（消費税及び

地方消費税に相当する金額を除く）を入札書に

記載してください。詳細は「委託設計書」及び

「仕様書」を確認してください。

　　　イ　評価項目算定資料

　　　　�　評価項目算定資料は、「川崎港船舶給水業務

委託総合評価技術評価様式（以下、「様式集」

という。）」を用いて作成してください。様式集

をよくお読みになり、評価に必要な添付資料

（実績を示す契約書等）は必ず提出してくださ

い。添付資料の提出がない場合は評価の対象と

いたしませんのでご注意ください。

　　ウ�　提出部数

　　　�　入札書・評価項目算定資料は、各１部提出して

ください。なお、評価項目算定資料については、

写しも１部提出してください。

　　エ　提出期間

　　　�　令和４年２月４日（金）から令和４年２月22日

（火）までの（土曜日、日曜日、祝日などの閉庁

日を除きます。）午前９時から午後５時までとし

ます（正午から午後１時の間は除きます。）

　　オ　その他

　　　�　評価項目算定資料の内容については、別表「川

崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の各評価項

目等を参照して記載してください。ただし、提出

した評価項目算定資料の差替えは認めません。ま

た、提出された評価項目算定資料は返却いたしま

せん。

　⑵�　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶�　開札予定日及び場所

　　ア　開札予定日

　　　　令和４年３月３日�(木)�午前10時

　　イ　開札場所

　　　�　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン業務

棟３階会議室

９　総合評価一般競争入札方式の評価方法

　⑴　評価項目の評価区分及び配点

　　�　別表「川崎港船舶給水業務委託技術評価基準」の

とおり

　⑵　技術評価点の算出について

　　�　当該案件の入札参加資格を満たし、かつ提出され

た「評価項目算定資料」について別表「川崎港船舶

給水業務委託技術評価基準」の「配点」に基づき「川

崎港船舶給水業務委託総合評価審査委員会」で審議


