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毎月2回10日･25日発行
発行所

川 崎 市 役 所
（総務企画局総務部法制課）
川崎市川崎区宮本町１
電　 話　044-200-2062
Ｆ ＡＸ　044-200-3748

　　規　　則
◇�川崎市長期優良住宅の普及の促進に関
する法律施行細則（第2号）����������1415

◇�川崎市看護師等修学資金貸与条例施行
規則の一部を改正する規則（第3号）������1415
　　告　　示
◇�身体障害者福祉法による医師の指定の
訂正（第74号）����������������1420
◇�道路区域の変更（第75号）�����������1420
◇�道路の供用開始（第76号）�����������1420
◇�道路区域の変更（第77号）�����������1421
◇�道路の供用開始（第78号）�����������1421
◇�土壌汚染対策法に基づく要措置区域の
指定の一部解除（第79号）�����������1421
◇�土壌汚染対策法に基づく形質変更時要
届出区域の指定（第80号）�����������1423
◇�議決された予算の公表（第81号）��������1425
◇�自転車等の撤去と保管（第82号）��������1432
◇�自転車等放置禁止区域の指定の変更（第
83号）��������������������1432
◇�道路区域の変更（第84号）�����������1434
◇�道路区域の変更（第85号）�����������1434
◇�道路区域の変更（第86号）�����������1434
◇�道路の供用開始（第87号）�����������1434
◇�道路の供用開始（第88号）�����������1435
◇�道路の供用開始（第89号）�����������1435
◇�計量法に基づく定期検査の実施（第90
号）���������������������1435
◇�個人情報保護条例の規定による目的外
利用等の届出（第91号）������������1435
　　公　　告
◇�一般競争入札の執行（第403号）��������1436
◇�特定生産緑地の指定の解除（第404号）�����1437
◇�一般競争入札の執行（第405号）��������1438
◇�一般競争入札の執行（第406号）��������1451
◇�一般競争入札の執行（第407号）��������1452
◇�一般競争入札の執行（第408号）��������1454
◇�農用地利用集積計画の制定（第409号）�����1456
◇�一般競争入札の執行（第410号）��������1460
◇�開発行為に関する工事の完了（第411

号）���������������������1461
◇�公募型プロポーザルの実施（第412号）������1461
◇�公募型プロポーザルの実施（第413号）������1464
◇�公募型プロポーザルの実施（第414号）������1465
◇�開発行為に関する工事の完了（第415
号）���������������������1467
◇�一般競争入札の執行（第416号）���������1467
◇�開発行為に関する工事の完了（第418
号）���������������������1469
◇�一般競争入札の執行（第419号）���������1470
◇�公募型プロポーザルの実施（第420号）������1472
◇�道路位置の廃止（第421号）�����������1474
◇�一般競争入札の執行（第422号）���������1474
◇�一般競争入札の執行（第423号）���������1476
◇�開発行為に関する工事の完了（第424
号）���������������������1481
◇�一般競争入札の執行（第425号）���������1481
◇�一般競争入札の執行（第426号）���������1482
◇�一般競争入札の執行（第427号）���������1484
◇�一般競争入札の執行（第428号）���������1485
◇�一般競争入札の執行（第429号）���������1487
◇�一般競争入札の執行（第430号）���������1489
◇�一般競争入札の執行（第431号）���������1490
◇�一般競争入札の執行（第432号）���������1492
◇�一般競争入札の執行（第433号）���������1494
◇�一般競争入札の執行（第434号）���������1495
◇�一般競争入札の執行（第435号）���������1497
◇�一般競争入札の執行（第436号）���������1498
◇�一般競争入札の執行（第437号）���������1500
◇�一般競争入札の執行（第438号）���������1501
◇�一般競争入札の執行（第439号）���������1503
◇�一般競争入札の執行（第440号）���������1504
◇�一般競争入札の執行（第441号）���������1506
◇�一般競争入札の執行（第442号）���������1507
◇�一般競争入札の執行（第443号）���������1508
◇�一般競争入札の執行（第444号）���������1509
◇�一般競争入札の執行（第445号）���������1511
◇�一般競争入札の執行（第446号）���������1513
◇�一般競争入札の執行（第447号）���������1515
◇�川崎都市計画特別緑地保全地区の決定
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の案の縦覧（第448号）������������1516
◇�川崎都市計画特別緑地保全地区の変更
の案の縦覧（第449号）������������1517
◇�一般競争入札の執行（第450号）��������1517
◇�一般競争入札の執行（第451号）��������1519
◇�一般競争入札の執行（第452号）��������1520
◇�一般競争入札の執行（第453号）��������1522
◇�一般競争入札の執行（第454号）��������1523
◇�一般競争入札の執行（第455号）��������1525
◇�一般競争入札の執行（第456号）��������1526
◇�一般競争入札の執行（第457号）��������1528
◇�一般競争入札の執行（第458号）��������1530
◇�一般競争入札の執行（第459号）��������1531
◇�一般競争入札の執行（第460号）��������1533
◇�一般競争入札の執行（第461号）��������1534
◇�一般競争入札の執行（第462号）��������1536
◇�一般競争入札の執行（第463号）��������1537
◇�一般競争入札の執行（第464号）��������1538
◇�一般競争入札の執行（第465号）��������1540
◇�一般競争入札の執行（第466号）��������1542
◇�一般競争入札の執行（第467号）��������1543
◇�一般競争入札の執行（第468号）��������1545
◇�一般競争入札の執行（第469号）��������1547
◇�一般競争入札の執行（第470号）��������1549
◇�一般競争入札の執行（第471号）��������1550
◇�一般競争入札の執行（第472号）��������1552
◇�一般競争入札の執行（第473号）��������1554
◇�一般競争入札の執行（第474号）��������1555
◇�一般競争入札の執行（第475号）��������1557
◇�一般競争入札の執行（第476号）��������1559
◇�一般競争入札の執行（第477号）��������1560
◇�一般競争入札の執行（第478号）��������1562
◇�開発行為に関する工事の完了（第479
号）���������������������1564
◇�公募型プロポーザルの実施（第480号）�����1564
◇�一般競争入札の執行（第481号）��������1565
　　公告（調達）�����������������
◇�一般競争入札の執行（第126号）��������1567
◇�一般競争入札の執行（第127号）��������1569
◇�一般競争入札の公告（第128号）��������1570
◇�落札者等の公示（第129号）����������1573
◇�公募型プロポーザルの実施（第130号）�����1573
◇�一般競争入札の執行（第131号）��������1574
◇�一般競争入札の執行（第132号）��������1575
◇�一般競争入札の執行（第133号）��������1577
◇�一般競争入札の公告（第134号）��������1578
　　税公告
◇�納税通知書の公示送達（第21号）��������1581

◇�課税額変更（取消）� 通知書の公示送達
（第22号）������������������1582
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第23号）
����������������������1582
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第24号）
����������������������1582
◇�差押調書（謄本）の公示送達（第25号）
����������������������1582
　　上下水道局告示
◇�川崎市上下水道局指定給水装置工事事
業者の指定更新（第6号）�����������1582
◇�川崎市上下水道局指定給水装置工事事
業者の指定（第7号）�������������1592
◇�川崎市上下水道局指定給水装置工事事
業者の指定事項の変更（第8号）��������1593
　　上下水道局公告
◇�一般競争入札の執行（第18号）���������1593
　　交通局公告
◇�一般競争入札の執行（第41号）���������1602
◇�一般競争入札の執行（第42号）���������1603
　　病院局規程
◇�川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支
給規程等の一部を改正する規程（第2
号）���������������������1604
　　病院局公告
◇�一般競争入札の執行（第10号）���������1605
◇�一般競争入札の執行（第11号）���������1606
◇�一般競争入札の執行（第12号）���������1609
　　教育委員会告示
◇�教育委員会定例会の招集（第4号）�������1614
　　区公告
◇�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27号）����������1614
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（川崎区第28号）��������������1614
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（川
崎区第29号）�����������������1615
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（川崎区第30号）��������������1615
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（川
崎区第31号）�����������������1615
◇�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32号）�����������1615
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（川
崎区第33号）�����������������1616
◇�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34号）�����������1616
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
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達（川崎区第35号）��������������1616
◇�国民健康保険料等に係る差押調書（謄
本）の公示送達（川崎区第36号）��������1616
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（幸
区第8号）������������������1616
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（幸区第9号）���������������1616
◇�後期高齢者医療保険料に係る督促状の
公示送達（幸区第10号）������������1616
◇�介護保険料に係る還付通知書の公示送
達（幸区第11号）���������������1616
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（中原区第8号）��������������1618
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（中
原区第9号）�����������������1618
◇�国民健康保険料に係る差押調書の公示
送達（中原区第10号）�������������1618
◇�国民健康保険料に係る差押調書の公示
送達（中原区第11号）�������������1618
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（高津区第16号）��������������1618
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（高
津区第17号）�����������������1618
◇�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18号）�����������1619
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（宮前区第7号）��������������1619
◇�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8号）�����������1619
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（宮
前区第9号）�����������������1619
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（多摩区第8号）��������������1619
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（多
摩区第9号）�����������������1619
◇�後期高齢者医療保険料に係る督促状の
公示送達（多摩区第10号）�����������1620
◇�住民票の職権消除（多摩区第11号）�������1620
◇�印鑑登録の抹消（多摩区第12号）��������1620
◇�介護保険料に係る督促状の公示送達（麻
生区第8号）�����������������1620
◇�国民健康保険料に係る督促状の公示送
達（麻生区第9号）��������������1620
◇�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（麻生区
第10号）�������������������1621

規 則

　川崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細
則をここに公布する。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
川崎市規則第２号
　　　川崎市長期優良住宅の普及の促進に関する
　　　法律施行細則
　（趣旨）
第�１条　長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成
20年法律第87号。以下「法」という。）の施行につい
ては、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施
行令（平成21年政令第24号）及び長期優良住宅の普及
の促進に関する法律施行規則（平成21年国土交通省令
第３号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、
この規則の定めるところによる。
　（容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等）
第�２条　省令第18条第１項の規則で定める図書又は書面
は、次に掲げるものとする。
　⑴　付近見取図
　⑵　配置図
　⑶　各階平面図
　⑷　立面図
　⑸　断面図
　⑹　その他市長が必要と認めるもの
　（委任）
第�３条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、
まちづくり局長が定める。
　　　附　則
　この規則は、令和４年２月20日から施行する。
　　　───────────────────
　川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則の一部を改
正する規則をここに公布する。
　　令和４年２月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
川崎市規則第３号
　　　川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則
　　　の一部を改正する規則
　川崎市看護師等修学資金貸与条例施行規則（昭和49年
川崎市規則第37号）の一部を次のように改正する。
　第９条第１項中「同項各号」を「条例第10条第１項各
号」に、「連帯保証人と連署の上、直ちに」を「直ちに
連帯保証人と連署した」に、「）を」を「。以下「借用
証書」という。）に修学生及び連帯保証人の印鑑登録証
明書を添えて」に改め、同項ただし書中「これを行う」
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を「借用証書に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて市
長に提出する」に改め、同条第２項中「看護師等修学資
金借用証書」を「借用証書」に改める。
　第１号様式中
「
第 号
受付　　　．　　　．
　　　　　　　　　　」
を
「
※　第　　　　　号
受付　　．　　．
　　　　　　　　　　」
に、「あて先」を「宛先」に、
「
ふりがな
申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「
ふりがな
申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に、「修学資金の」を「看護師等修学資金の」に、
「
養成施設を卒業後、
看護師等として勤務
しようとする勤務先

□市立病院　　□その他の市内の医療施設

本 籍 　　　　　　　　　都・道・府・県
住 所 　　　　　　　　　　　　電話（　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「
養成施設を卒業後、
看護師等として勤務
しようとする勤務先

□�市内の保険医療機関又は川崎市看護師等
修学資金貸与条例施行規則第１条の２各
号に定める施設

住 所
　　　　　　　　　　　　電話（　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に、「勤務先（所在地）」を「勤務先及びその所在地」に
改める。
　第２号様式を次のように改める。
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第２号様式 

 

看護師等修学資金貸与決定通知書 

   年   月   日  

           様 

川 崎 市 長 

    年   月   日付けで申請のあった看護師等修学資金の貸与について、次のとお 

り決定しましたので通知します。 

決 定 事 項        □貸与決定       □不承認 

貸

与

決

定 

貸 与 

決 定 番 号 
第       号 決 定 年 月 日 年   月   日 

貸 与 月 額              円 

貸 与 

予 定 期 間 
年   月から    年   月まで 

不

承

認 

理 由  
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第５号様式を次のように改める。
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第５号様式 

 
看護師等修学資金借用証書 

  年  月  日 

 （宛先）川崎市長 

貸与決定番号  第    号 

住 所                    

氏 名                  印 

電 話     （     ）        

  看護師等修学資金を次のとおり借用しました。 

借 用 金 額          円 借用期間 
  年  月から 
  年  月まで 

  月分 

   
上記に相違ないことを認め、看護師等修学資金の返還債務を連帯して負担します。 

連帯保証人 住 所                    

電 話      （       ）     

職 業      勤務先           

本人との続柄又は関係             

氏 名                  印 

        (    年   月   日生) 

連帯保証人 住 所                    

電 話     （     ）        

職 業      勤務先           

本人との続柄又は関係             

氏 名                  印 

        (    年   月   日生) 
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第６号様式中「あて先」を「宛先」に、
「
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電　話　　　　　（　　　　　）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に、「修学資金の」を「看護師等修学資金の」に、
「
養成施設卒業年月日 　　年　　月　　日卒業　　　　年間修学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「
養成施設卒業年月 　　　　年　　　月卒業　　　　年間修学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。
第７号様式中「あて先」を「宛先」に、
「

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電　話　　　　　（　　　　　）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に、「修学資金の」を「看護師等修学資金の」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和４年３月１日から施行する。

告 示

川崎市告示第74号
　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第
１項に規定する医師の指定内容変更に関する告示の訂正
について令和４年２月１日川崎市告示第40号の表を次の
とおり訂正します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

誤
４．内容変更
No. 変更年月日 氏名 担当する障害区分 変更内容 変更後 変更前

1 令和 3年 2月 11 日 佐
サ

治
ジ

　淳
ジュンコ

子 呼吸器 氏名変更 佐治　淳子 棚
タナハシ

橋　淳
ジュンコ

子

正
４．内容変更
No. 変更年月日 氏名 担当する障害区分 変更内容 変更後 変更前

1 令和 3年 2月 11 日 棚
タナハシ

橋　淳
ジュンコ

子 呼吸器 氏名変更 棚橋　淳子 佐
サ

治
ジ

　淳
ジュンコ

子

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市告示第75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２月21日から令和４年３月８日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道

旧・新
別

路　線　名 区　　　　　　　　　　間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 菅生第175号線
川崎市宮前区初山1丁目227番28先

3.40 3.86
川崎市宮前区初山1丁目227番28先

新 菅生第175号線
川崎市宮前区初山1丁目227番49先

3.40 3.86 関係図面のとおり
川崎市宮前区初山1丁目227番49先

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
川崎市告示第76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２月21日から開始
します。
　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
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て、令和４年２月21日から令和４年３月８日まで一般の
縦覧に供します。

　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

菅生第175号線
川崎市宮前区初山１丁目227番49先

関係図面のとおり
川崎市宮前区初山１丁目227番49先

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

川崎市告示第77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２月21日から令和４年３月８日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道

旧・新
別

路　線　名 区　　　　　　　　　　間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 宿河原第137号線
川崎市多摩区宿河原１丁目1654番２先

1.82 ～ 2.91 29.65
川崎市多摩区宿河原１丁目1654番２先

新 宿河原第137号線
川崎市多摩区宿河原１丁目1654番１先

6.00 ～ 7.16 29.65 隅切り部を含む
川崎市多摩区宿河原１丁目1654番１先

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

川崎市告示第78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２月21日から開始
します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年２月21日から令和４年３月８日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道

路線名 供用開始の区間 備考

宿河原第137号線
川崎市多摩区宿河原１丁目1654番１先

隅切り部を含む
川崎市多摩区宿河原１丁目1654番１先

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

川崎市告示第79号
　　　土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定
　　　の一部解除について
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第６条第４項
の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている
区域の指定を一部解除しますので、同条第２項の規定に
基づき告示します。
　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　指定を解除する区域
　�　平成30年川崎市告示第564号により指定した区域（幸
区塚越四丁目298番１、298番３、298番４）の一部（別
図のとおり）
２�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29
号）第31条第１項の基準に適合していなかった特定有

害物質の名称
　　ふっ素及びその化合物
３　講じられた汚染の除去等の措置
　�　基準不適合土壌の掘削による除去、自然由来特例区
域への指定の変更
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別
図
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第80号
　　　土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出
　　　区域の指定について
　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項
の規定に基づき、特定有害物質によって汚染されている
区域を指定しますので、同条第３項の規定に基づき告示
します。
　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　指定する区域
　　幸区塚越四丁目298番１、298番３、298番４の一部
　　（別図のとおり）
２�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29
号）第31条第１項の基準に適合していない特定有害物
質の名称
　　ふっ素及びその化合物
３�　当該区域は、土壌汚染対策法施行規則第58条第５項
第10号に該当する。
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別
図
　
指
定
す
る
区
域

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第81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２月14日招集の令和４年第２
回川崎市議会定例会において、令和４年２月17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２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第82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２月22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83号
　川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和62年川
崎市条例第４号）第８条第１項の規定に基づき、次のと
おり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条
第２項の規定に基づき準用する同条例第７条第４項の規
定に基づき告示する。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

指定の効力
発生年月日

指　定　場　所

指　定　区　域 区　域　図

令和４年４月１日 登戸駅周辺 別図のとおり

令和４年４月１日 向ヶ丘遊園駅周辺 別図のとおり
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川崎市告示第84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２月22日から令和４年３月９日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　一般国道

旧・新
別

路　線　名 区　　　　　　　　　　間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 409号
川崎市中原区小杉御殿町２丁目43番１先

20.00 ～ 24.99 139.78
川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番３先

新 409号
川崎市中原区小杉御殿町２丁目43番１先

20.00 ～ 24.99 139.78 隅切り部を含む
川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番３先

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

川崎市告示第85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２月22日から令和４年３月９日まで一般の縦覧
に供します。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　県　道

旧・新
別

路　線　名 区　　　　　　　　　　間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧 川崎府中
川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番３先

20.00 ～ 24.99 139.78
川崎市中原区小杉御殿町２丁目43番１先

新 川崎府中
川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番３先

20.00 ～ 24.99 139.78 隅切り部を含む
川崎市中原区小杉御殿町２丁目43番１先

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

川崎市告示第86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２月22日から令和４年３月９日まで一般の縦覧
に供します。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道

旧・新
別

路　線　名 区　　　　　　　　　　間
敷地の幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

備考

旧
中原
第３号線

川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番２先
18.00 12.50 隅きり部を含む

川崎市中原区小杉御殿町２丁目40番５先

新
中原
第３号線

川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番２先
18.00 4.93

川崎市中原区小杉御殿町２丁目40番５先

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

川崎市告示第87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２月22日から開始
します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年２月22日から令和４年３月９日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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道路の種類　一般国道

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

409号
川崎市中原区小杉御殿町２丁目43番１先

隅切り部を含む
川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番３先

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

川崎市告示第88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２月22日から開始
します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年２月22日から令和４年３月９日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　県　道

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

川崎府中
川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番３先

隅切り部を含む
川崎市中原区小杉御殿町２丁目43番１先

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

川崎市告示第89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２月22日から開始
します。

　その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課におい
て、令和４年２月22日から令和４年３月９日まで一般の
縦覧に供します。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

道路の種類　市　道

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 備考

中原
第３号線

川崎市中原区小杉御殿町２丁目28番２先

川崎市中原区小杉御殿町２丁目40番５先

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

川崎市告示第90号
　計量法（平成４年法律第51号）第21条第２項の規定に
基づき、定期検査を行う区域、
検査対象となる特定計量器、実施の期日（検査期間）、
検査場所及び指定定期検査機関の
名称を、次のとおり告示します。
　　令和４年２月24日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

定期検査を
行 う 区 域

高津区全域、宮前区全域、多摩区全域、
麻生区全域

対象となる
特定計量器

計量法施行令第10条第１項第１号で定め
る非自動はかり、分銅及びおもり

検 査 期 間

令和４年４月１日から令和５年３月31日
まで
ただし、川崎市の休日を定める条例（平
成元年川崎市条例第16号）第１条第１項
に規定する市の休日を除く

検 査 場 所

特定計量器の所在の場所及び公益社団法
人神奈川県計量協会（神奈川県横浜市神
奈川区浦島丘４）並びに川崎市経済労働
局産業振興部工業振興課計量検査所（川
崎市川崎区藤崎３- １-10）

指 定 定 期
検 査 機 関
の 名 称

公益社団法人神奈川県計量協会

　　　───────────────────
川崎市告示第91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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　届出の状況
　⑴　目的外利用
　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　４件
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　　イ　教育委員会　　　　　　　　　　　　　　１件
　⑵　外部提供
　　ア　市　　長　　　　　　　　　　　　　　　12件
　　イ　病院事業管理者　　　　　　　　　　　　２件
　　ウ　消　防　長　　　　　　　　　　　　　　５件
２　届出書
　　別紙のとおり（省略）

公 告

川崎市公告第403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２月16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
　　�　看護大学非常用自家発電設備長寿命化整備業務委
託

　⑵　履行場所　
　　　川崎市幸区小倉４－30－１
　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
　　�　看護大学に設置されている非常用自家発電設備の
点検・分解整備を行う。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「施
設維持管理」種目「電気・機械設備保守点検」に登
録されている者であること。

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

　⑷�　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。

　⑸�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項による
中小企業者であること。

　⑹�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。　

　⑺�　過去５年間で、本市又は他官公庁において類似業
務の実績があり、かつ誠実に履行した実績を有する

こと。
３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証す
る書類（契約書の写しや実績一覧表等）を提出してく
ださい。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先　
　　　川崎市健康福祉局総務部施設課
　　　〒212-0013　川崎市幸区堀川町580番
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　電　話　044-200-0458（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　e-mail　40sisetu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間　
　　�　令和４年２月16日㈬から令和４年２月24日㈭まで
の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
までとします。（ただし、土曜日、日曜日、祝日等
の本市閉庁日を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、３
⑴配布・提出場所及び問合せ先の場所において、３
⑵配布・提出期間で縦覧に供するとともに、希望者
には印刷物を配布します。また、川崎市のホームペ
ージ「入札情報かわさき」において、本件の公表情
報詳細のページからダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　　令和４年２月28日㈪　午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、電子
メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　３⑴配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
６　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴　配布・提出場所及び問合せ先に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月28日㈪から令和４年３月４日㈮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。ただし、土曜日、日曜日、祝日等の
本市閉庁日を除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　持参、電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　40sisetu@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3926
　⑸　回答方法　
　　�　令和４年３月９日㈬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３月17日㈭午前９時15分　
　　イ　入札場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番
　　　　ソリッドスクエア西館10階
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。　
　⑷　入札保証金　
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　⑴　契約保証金は､ 次のとおりとします｡
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否　
　　　必要とします。
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入
札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情
報かわさき」及び３⑴配布・提出場所及び問合せ先
の場所で閲覧することができます。

10　特定業務委託契約（公契約対象）
　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例
第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約に該
当します。特定業務委託契約においては、川崎市契約
条例第８条各号に掲げる事項を定めます。詳しくは、
川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市のホーム
ページ「入札情報かわさき」から「特定工事請負契約
及び特定業務委託契約の手引き」をご覧ください。
11　その他
　⑴�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入

　　�　札説明書は、川崎市のホームページ「入札情報か
わさき」において、本件の公表情報詳細のページか
らダウンロードできます。

　⑷�　本調達は、令和４年第２回川崎市議会定例会にお
ける議決に基づき履行期限の変更（令和５年３月17
日）を行う予定です。

　　　───────────────────
川崎市公告第404号
　　　特定生産緑地指定解除の公示
　生産緑地法（昭和49年法律第68号）第10条の６第１項
の規定に基づき指定を解除した特定生産緑地について、
同法第10条の６第２項の規定に基づき準用される第10条
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の２第４項の規定により、次のように公示します。
　　令和４年２月16日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

区 指定解除箇所

多摩区

長沢４丁目地内において、箇所番号256を解除
する。
長沢１丁目地内において、箇所番号529の一部
を解除する。

　　　───────────────────
川崎市公告第405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２月16日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 水路維持（宮前）工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和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３月３日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
詳細は、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２）

競争入札に
付する事項

件　　名 市道井田三舞町17号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市中原区井田三舞町９番地先

履行期間 契約の日から100日間

参 加 資 格
⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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。
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参 加 資 格

　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「舗装」ランク「Ｂ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月３日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、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 河川維持（中原）工事

履行場所 川崎市中原区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和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３月３日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免
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契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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４）

競争入札に
付する事項

件　　名 河川維持（宮前）工事

履行場所 川崎市宮前区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和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３月３日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、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 市道扇町６号線道路冠水対策工事

履行場所 川崎市川崎区扇町７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。
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参 加 資 格

　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「Ｂ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（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３月３日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、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６月30日限り）することがあります。この場合、工期の変更には
令和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６）

競争入札に
付する事項

件　　名 河川維持（麻生）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和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。



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日 川 崎 市 公 報

－1442－

参 加 資 格

　※�　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３月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、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 水路維持（多摩）工事

履行場所 川崎市多摩区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和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３月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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８）

競争入札に
付する事項

件　　名 河川・水路維持（幸）工事

履行場所 川崎市幸区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和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」又は「Ｄ」で登録さ
れていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、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９）

競争入札に
付する事項

件　　名 調整池維持（麻生）工事

履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管内

履行期間 契約の日から令和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。



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日 川 崎 市 公 報

－1444－

参 加 資 格

　※�　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３月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、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 五ヶ村掘緑地再整備工事

履行場所 川崎市多摩区登戸3854

履行期間 契約の日から令和４年８月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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「造園」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「造園」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年３月４日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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11）

競争入札に
付する事項

件　　名 西生田中学校外壁塗装改修その他その２工事

履行場所 川崎市麻生区高石３丁目25番１号

履行期間 契約の日から令和５年１月31日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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」種目「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。
　※�　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。

⑾�　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメ
ーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年３月28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。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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 東大島小学校校舎改修その他その２工事

履行場所 川崎市川崎区大島５丁目25番１号

履行期間 契約の日から令和４年12月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
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「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」で
登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　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３月28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。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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 仮称北部児童相談所事務室棟新築その他工事

履行場所 川崎市多摩区生田７丁目16番２号

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」で
登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　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３月18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。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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 仮称北部児童相談所事務室棟新築電気その他設備工事

履行場所 川崎市多摩区生田７丁目16番２号

履行期間 契約の日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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「電気」ランク「Ａ」で登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が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「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�ただし、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３月28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。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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15）

競争入札に
付する事項

件　　名 白鳥中学校体育館改修その他工事

履行場所 川崎市麻生区白鳥１丁目５番１号

履行期間 契約の日から令和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「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」で
登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　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３月28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。
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そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　当該落札決定の効果は、令和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16）

競争入札に
付する事項

件　　名 犬蔵中学校体育館改修その他工事

履行場所 川崎市宮前区犬蔵１丁目10番１号

履行期間 契約の日から令和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「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」で
登録されていること。
⑹�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ
る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」
に登録があること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　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３月28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
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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。

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

川崎市公告第406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２月16日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　麻生区役所庁舎総合案内及び庁舎保安・警備等業
務委託

　⑵　履行場所
　　　麻生区役所（川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号）
　⑶　履行期限
　　�　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
　　�　別紙委託業務仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た
していなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条に規定する資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度の川崎市業務
委託有資格業者名簿の以下の業種・種目すべてに、
地域区分「市内」で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」
　⑷�　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す
る法律（昭和41年法律第97号）第２条第１項各号に
よる中小企業者であること。

　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。

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
　　　�〒215－8570　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１

号
　　　麻生区役所まちづくり推進部総務課
　　　電話　　044－965－5108
　　　ＦＡＸ　044－965－5200
　　　電子メール　73soumu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間

　　�　令和４年２月16日㈬から令和４年２月22日㈫まで
（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
の午前８時30分から午後５時まで（ただし、正午か
ら午後１時を除く）

　⑶　提出書類
　　　入札参加申込書
　　�　交通誘導警備業務２級以上の資格を有することが
証明できるもの

　⑷　提出方法
　　　持参
４　入札説明書（業務仕様書を含む）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は、３⑴の場所で閲
覧することができます。

　⑵　入札説明書の配布
　　�　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、
入札説明書を配布します。また、３⑴の場所におい
て、令和４年２月16日㈬から令和４年２月22日㈫ま
で縦覧に供します。

５　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　３により入札参加申込書を提出し、かつ提出された
書類を審査した結果、入札参加資格があると認められ
た者には、令和４年２月24日㈭までに、令和３・４年
度川崎市競争入札資格審査申請書の「委託」の委任先
メールアドレスに、競争入札参加資格確認通知書を送
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。
６　仕様書等に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　仕様書等の内容に関し、次により質問することが
できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま
せん。　

　　ア　質問書の提出場所
　　　　３⑴と同じ　
　　イ　質問書の提出期間　
　　　�　令和４年２月24日㈭午前８時30分から令和４年

３月１日㈫午後５時00分まで（ただし、持参によ
り提出する場合は、土曜日、日曜日、国民の祝日
及び正午から午後１時までの時間を除く）

　　ウ　質問書の提出方法
　　　�　電子メール、ＦＡＸ又は持参（質問書の様式は

定めません）　
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　⑵　回答　
　　ア　回答日　
　　　　令和４年３月３日㈭　
　　イ　回答方法　
　　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

５の一般競争入札参加資格確認通知書を送付した
すべての者に対して、すべ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。　質問回答
書は、令和３・４年度川崎市競争入札資格審査申
請書の「委託」の委任先メールアドレスに送付し
ます。なお、当該委任先メールアドレスを登録し
ていない者にはＦＡＸで送付します。　回答後の
再質問は受け付けません。

７　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、次のいずれ
かに該当するときは、この入札に参加をすることがで
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、その他の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　入札書の提出日時　
　　　令和４年３月10日㈭　午前10時
　⑶　入札書の提出場所
　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　　麻生区役所４階第２会議室
　⑷　入札金額　
　　ア　入札金額は、契約期間中の総額とします。
　　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。

　⑸　入札保証金
　　　免除とします
　⑹　開札の日時
　　　８⑵と同じ
　⑺　開札の場所
　　　８⑶と同じ
　⑻　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、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。

　⑼　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金
の納付に代えることができます。なお、川崎市契約
規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納
付を免除します。

　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、３⑴の場所で閲覧することができます。

　⑸　特定業務委託契約について
　　�　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条
例第７条第１項第２号に規定する特定業務委託契約
に該当します。特定業務委託契約においては、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。

　⑹　予算の減額又は削除があった場合
　　�　発注者は、翌年度以降における所要の予算の当該
金額について減額又は削除があった場合は、この契
約を変更又は解除することができるものとします。

　⑺　委託料の支払
　　�　発注者は、各月の業務の完了検査後、受注者の適
法な請求に基づき、「月別委託料支払額」に定める
委託料に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額
を、業務実施月の翌月末までに支払うものとします。

10　その他
　⑴�　事情により入札を延期し、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加者心得等の定める
ところによります。

　⑶　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴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407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。



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日川 崎 市 公 報

－1453－

　　令和４年２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
　　�　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、川崎市教育
委員会ホームページ「学校教育・学校施設＞学校給食
＞川崎市の学校給食」の「令和４年度川崎市学校給食
用食材産地判別検査業務委託受託事業者募集につい
て 」（ ア ド レ スhttps://www.city.kawasaki.jp/880/
page/0000137332.html）からダウンロードすることが
できます。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒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２月18日㈮から令和４年３月３日㈭まで
の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日
等の本市閉庁日を除きます。

　⑶　提出方法
　　�　持参または書留郵便とします。ただし、書留郵便
による場合の提出期限は、令和４年３月２日㈬とし
ます。

　⑷　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３月８日
㈫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
　　�　３⑴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３月８日㈫～令和４年３月10日㈭
　　�　（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３月14日㈪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。
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･開札の日時及び場所
　　ア　日　時　　令和４年３月15日㈫　午後13時15分
　　イ　場　所　　川崎市川崎区宮本町６番地
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　　　　　　　　　明治安田生命川崎ビル４階
　　　　　　　　　教育委員会第２会議室
　　ウ�　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状

況によっては書留郵便による郵送での取り扱いと
する場合があります。その場合、入札の参加を認
められた者に別途連絡いたします。

　⑵　入札の方法、金額
　　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
もって行いますので、必ず両様式を同封してくだ
さい。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。な
お、代表者以外の方が代理で入札する場合、入札
書の代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人
の押印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必
要です。

　　エ�　入札金額は、「入札書」には各検査等の単価額
に予定数量を乗じた推定総金額（税抜き）を、
「見積内訳書」にはその内訳（税抜き）を記載す
ること。「見積内訳書」の記入方法については別
紙を確認してください。

　　オ�　落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。
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。

　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、所定
の「入札書」及び「見積内訳書」以外で行った入札
並びに「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、３⑴の場所及び川崎市ホーム
ページ内「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３⑴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408号
　令和４年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食業務
委託における受託事業者の募集について
　　令和４年２月18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年度川崎市立高等学校定時制課程夜間給食
業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎高等学校　　　　（川崎区中島３－３－１）
　　　川崎総合科学高等学校（幸区小向仲野町５－１）
　　　橘高等学校　　　　　（中原区中丸子562）
　　　高津高等学校　　　　（高津区久本３－11－１）
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日～令和５年３月31日
　⑷　業務の内容
　　�　川崎市立高等学校定時制課程における、ランチボ
ックス等によるデリバリー方式の給食提供に係る、
一連の給食業務を委託する。

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、次の条件をすべて
満たさなければならない。
　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
託有資格業者名簿に業種「給食調理業務」・種目「給
食サービス」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�　食品衛生法で規定する「飲食店営業の許可」を保
健所長から受けており、自己または自社の調理施設
で弁当等を製造する事業を、引き続き３年以上営ん
でいること。また、平成31年４月１日以降に食品衛
生法その他関係法令に違反していないこと。

　⑸�　本市内又は本市近隣に本事業を行う調理場を保有
する事業者であり、自社が保有する調理場から本事
業を実施する学校まで、温度管理車等により温度管
理をしながらの配送が可能であること。

　⑹�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配
法人等又は暴力団員等と密接な関係を有しないこと。

　⑺�　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。

３　競争参加申込書等の配布、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らない。なお、競争入札参加
申込書及び仕様書等は、３⑴の場所で配布するほか、
川崎市教育委員会ホームページの「令和４年度川崎市
立高等学校定時制課程夜間給食業務委託受託事業者募
集について」（アドレスhttp://www.city.kawasaki.
jp/880/page/0000103073.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

ができる。ただし、競争参加申込書の提出は持参又は
書留郵便によるものとし、これ以外の方法による提出
は認めない。
　⑴　配布、提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命川崎ビル10階
　　　川崎市教育委員会事務局健康給食推進室
　　　桧垣担当
　　　電　話：044－200－3299（直通）
　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp
　⑵　配布、提出期間
　　�　令和４年２月18日㈮から令和４年２月25日㈮まで
の午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時までとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日等
の本市閉庁日を除く。なお、書留郵便による場合は、
令和４年２月25日㈮まで必着とする。

　⑶　提出書類
　　�　競争入札参加申込書及び競争入札参加申込書に記
載された添付書類一式。

　　※�　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。

　　※�　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らない。

　⑷　その他
　　�　申込に関して必要となる費用は、申込者の負担と
し、提出された書類は返却しない。また、提出後、
本市が必要と判断した場合は、追加資料の提出を求
めることがある。なお、調理場の現地確認を求める
ことがある。

４　資料の縦覧
　　３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供す。
５　競争参加資格確認通知書等の交付
　�　３により競争参加申込書を提出した者に、令和４年
３月１日㈫までに競争参加資格確認通知書を交付する。
また、競争参加資格があると認めた者には、入札書及
び入札内訳書も併せて交付するものとし、交付方法に
ついては次のとおりとする。
　⑴�　令和３・４年度「業務委託有資格業者名簿」に電
子メールアドレスを登録している場合は、電子メー
ルにて送付。

　⑵�　電子メールアドレスを登録していない場合は、Ｆ
ＡＸにより送付。

６　仕様に関する問合せ先
　⑴　問合せ先
　　�　３の⑴と同じとする。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、電子メールにて送信するとともに、
必ず担当者あて電話連絡を行うこと。
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　⑵　受付期間
　　�　令和４年３月１日㈫午前８時30分～令和４年３月
４日㈮午後５時

　⑶　回答予定日
　　�　令和４年３月８日㈫までに電子メール又はＦＡＸ
にて回答する。

　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

しない。
　　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する。
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な
い。
　⑴　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場合があるので、
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入札内訳書をもって行
い、入札書は入札件名が記載された封筒に入れ持
参すること。郵送は認めない。

　　エ�　入札金額は、調理１食あたり及び配送１日あた
りの単価に、仕様書に記載された予定数量を乗じ
た金額を記載すること。なお、計算方法は次のと
おりとする。

　　　�　（調理１食あたりの単価×仕様書に記載する予
定食総数）＋（配送１日あたりの運送単価×仕様
書に記載する給食実施予定日数）

　　　※�　消費税及び地方消費税を含まない金額を記載
すること。

　　　※�　調理１食あたりの単価には、生徒負担額は含
まない物とする。

　　　※�　予定数量はあくまで想定であり、当該数量を
保証するものではない。

　　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３月16日㈬　午前10時00分
　　イ　場所　　川崎区宮本町３番地３
　　　　　　　　第４庁舎　４階　第４会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札とする。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがある。

　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、無効とする。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除する。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければならない。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、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」の「契約関係規定」
において閲覧することができる。（http://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.html）

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

　⑵�　詳細は、本入札説明書の他、約款及び仕様書によ
る。

　⑶�　公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによる。

　⑷　問合せ窓口は３の⑴に同じ。
　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す。

　⑹�　「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３
月24日　最終改訂：平成29年６月16日　厚生労働
省）」及びその他関連法令に基づき業務を行うこと。
また、本市職員による、調理施設及び設備の巡回指
導にも協力すること。

　⑺�　弁当供給開始後に注文数が少なくなる等の変動が
あった場合でも、事業は継続する。

　　　───────────────────
川崎市公告第409号
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　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２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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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
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。
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　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410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２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
　　　川崎市市民ミュージアムの電気需給に関する契約
　⑵　履行場所
　　　川崎市中原区等々力１－２
　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
　　　上記期間内における単価納入契約の締結
　　　調達見込数量　587,000キロワット時
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
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、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条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　入札期日において令和３・４年度製造の請負・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
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般
競争入札参加資格確認申請書を提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒211-0052

　　　川崎市中原区等々力１－２
　　　川崎市市民ミュージアム
　　　市民文化局市民文化振興室　収蔵品修復調整担当
　　　電話　　044-754-4510（直通）
　　　E-mail　kw-museum@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月18日㈮から同月28日㈪までの午前９
時00分から午後５時00分まで。ただし、土曜日、日
曜日及び祝日並びに平日の正午から午後１時00分ま
でを除きます。

４　入札説明会及び入札説明書
　⑴　入札説明会
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、
質問書の様式が添付されている入札説明書は、「３
⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所にお
いて、「３⑵　配布・提出期間」の期間で縦覧に供
するとともに、希望者には印刷物を配布します。入
札説明書の交付を希望する者は「３⑴　配布・提出
場所及び問い合わせ先」へ事前に連絡の上、お越し
ください。

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３月２日㈬　午後５時00分まで
　⑵　交付方法
　　　電子メール
６　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月18㈮から３月２日㈬午後５時00分ま
でとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　電子メールにより御提出ください。（電子メール
を送付した際に、送付した旨を「３⑴　配布・提出
場所及び問い合わせ先」の問い合わせ先に電話にて
御連絡ください。）

　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月４日㈮午後５時00分までに、一般競
争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子
メールにて回答書を送付します。なお、この入札の
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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�　入札金額は予定使用電力量に対する総価で行い

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。

　　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入れ封印して持参
してください。

　　ウ�　契約電力の基本料金単価及び電力量料金単価を
基に総価を算出してください。なお、基にした単
価に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し
た金額をもって、契約を締結するものとします。

　⑵　入札書の提出方法及び入札・開札の日時・場所
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とする。
　　イ　入札日時
　　　　令和４年３月11日㈮　午前10時00分
　　ウ　入札場所
　　　　川崎市川崎区駅前駅前本町11－２
　　　　川崎フロンティアビル９階
　　　　市民文化局会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　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５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　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、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧
することができます。

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

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴　配布・
提出場所及び問い合わせ先」と同じです。

　⑶�　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411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２月18日
　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
４　開発許可年月日及び許可番号
　　
　　
　　
　　
　　　───────────────────
川崎市公告第412号
　多摩川丸子橋河川敷における民間活力導入検討調査業
務に係る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２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　業務名
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　令和４年度多摩川丸子橋河川敷における民間活力導入
検討調査業務
２　履行期間
　契約締結日から令和５年３月15日
３　履行場所
　川崎市中原区上丸子八幡町地内
４　業務概要
　⑴　目的
　　�　丸子橋河川敷は、場所によって管理が分かれてお
り、国の管理地では、従前からバーベ　キュー利用
者による河川敷や住宅街へのゴミの不法投棄や騒音
問題等が生じていた。このため、令和２年度から国
の管理地を市で一時的に占用し、バーベキュー利用
を禁止しているが、依然として継続した警備委託等
の対策が必要な状況である。また、令和３年度には、
課題解決や河川敷の新たな利活用の可能性を検証す
るため公募により選定された民間事業者による社会
実験を行い、利用者や周辺住民からのアンケート等
により、ニーズ把握や課題整理等を行った。こうし
た状況を踏まえ、本業務は、丸子橋河川敷の新たな
利活用等に向け、民間活力導入を見据えた効率的・
効果的な管理運営及びにぎわいの創出と地域活性化
に向け、必要な資料を作成すること等を目的とする。

　⑵　業務内容
　　ア　業務計画の作成
　　イ　現況把握
　　ウ　社会実験の募集企画案作成
　　エ　地域ニーズ等の整理
　　オ　民間活力導入範囲の検討
　　カ　事業スキームの整理
　　キ　公募要領等案の作成
　　ク　報告書の作成
　　ケ　打合せ協議
　⑶　提案上限額
　　　提案金額は、次の金額を上限とする。
　　　　　7,843,000円（消費税及び地方消費税を含む）
　　　　�　本件の予算金額及び契約金額の決定の効果は、

令和４年第２回川崎市議会定例会における、本
調達に係る議決を要する。

５　参加資格
　�　参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなけれ
ばなりません。
　⑴�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167
条の４第１項及び第２項の各号に該当しないこと。

　⑵�　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規
定による更生手続開始の申立てがなされていないこ
と又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条
の規定による再生手続開始の申立てがなされていな

いこと。
　⑶�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中又は川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱
による指名停止期間中の者でないこと。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「20　調査・測定」に登録があること。

　⑸�　業務の履行に関し、各種関係法令に基づく許可、
認可、免許等を必要とする場合において、これらの
証明等を受けていること。

　⑹�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げる暴力
団またはその構成員の利益になる活動を行っていな
いこと。

　⑺�　過去10年の間に、国・都道府県・特別区または政
令指定都市において、次の業務の履行が完了してい
ること（アからウ全て）。

　　ア�　緑の基本計画及びグリーンインフラに関する調
査・検討業務

　　イ�　河川または、臨海部におけるにぎわい創出に係
る調査及び計画策定に関する業務

　　ウ�　公共施設における民間活力導入可能性調査・検
討及びアドバイザリー業務

　⑻�　本業務を遂行するにあたり以下の資格を持つ技術
者を配置すること。

　　ア�　業務責任者については、技術士（総合技術監理
部門）または、技術士（都市及び地方計画）かつ
認定都市プランナー（エリアマネジメント・プロ
ジェクトマネジメント）の資格を持つものを配置
すること。

　　イ�　業務担当者については、技術士（総合技術管理
部門）または、技術士（都市及び地方計画）の資
格を持つものを１名以上配置すること。また、専
門社会調査士の資格を持つものを１名以上配置す
ること。

　⑼�　連絡調整を円滑に行うため、神奈川県内または東
京都内に、本社もしくは本店、支店、支社、営業所
等の事務所を有すること。

６　担当部署及び問合せ先
　　川崎市建設緑政局緑政部多摩川施策推進課
　　（水辺活用）貝原
　　〒210-0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　川崎駅前タワー・リバークビル　17　階
　　電　話　044-200-0511（直通）
　　ＦＡＸ　044-200-3973
　　電子メール　53tamasu@city.kawasaki.jp
７　参加意向申出書等の提出期限、場所及び方法
　⑴　参加意向申出書等の提出
　　�　郵送もしくは持参により次のとおり提出すること。
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　　ア　提出書類
　　　ア　参加意向申出書
　　　イ　誓約書
　　　ウ�　過去10年の間に、国・都道府県・特別または

政令指定都市における、類似業務実績を証する
書類

　　　エ�　神奈川県内または東京都内に、本社もしくは
本店、支店、支社、営業所等の事務所を有する
ことを証する書類

　　イ　提出期間
　　　�　令和４年２月18日㈮から令和４年２月28日㈪ま

での期間の午前８時30分から午後５時まで
　　ウ　提出先
　　　　６に同じ
　⑶　質問書の受付及び質問書に対する回答
　　�　企画提案に関する質問は、令和４年３月１日㈫か
ら令和４年３月７日㈪午後５時までの期間に、上記
６に電子メールで送付すること。

　⑷　企画提案書の提出
　　�　参加資格を有する者は、次のとおり必要書類を郵
送もしくは持参により提出すること。

　　ア　提出期間
　　　�　令和４年３月９日㈬から令和４年３月17日㈭ま

での期間の午前８時30分から午後５時まで（閉庁
日及び正午～午後１時を除く。）（郵送の場合は令
和４年３月17日㈭午後５時までに必着）

　　イ　提出先
　　　　３に同じ
　　ウ　提出書類
　　　ア　企画提案書
　　　イ　見積書
　　　ウ　実施体制及び配置予定人員
　　　エ　過去の実績
８　審査方法
　⑴　評価委員会の設置
　　�　「プロポーザル選定評価委員会設置要綱」に基づ
き評価委員会を設置し、書類審査及びヒアリング審
査を実施する。

　⑵　書類審査の実施
　　ア　日程（予定）
　　　�　令和４年３月18日㈮から令和４年３月22日㈫ま

で
　　イ　方法
　　　�　提出された企画提案書等に対し書類審査を実施

し、評価の高い者３者を書類審査通過者として選
定し、ヒアリング審査の対象者とする。

　⑶　ヒアリング審査の実施
　　ア　日時（予定）

　　　　令和４年３月23日㈬～令和４年３月25日㈮
　　イ　場所
　　　　未定
　⑷　選定結果の通知（予定）
　　　令和４年３月28日㈪
　⑸　選考基準及び順位の確定方法
　　ア　評価項目
　　　　次の評価項目に沿って、審査を行う。
　　　ア　事業目的の理解度
　　　イ　事業実施体制
　　　ウ　同種、関連業務及び実績等
　　　エ　業務履行プロセスに関する提案内容
　　　オ　プレゼンテーション
　　イ　採点方法
　　　ア　配点
　　　　�　各委員は、事業者ごとに評価項目に係る点数

を入れるものとし、合計したものをその事業者
の委員合計得点とする。

　　　イ　各配点の考え方
　　　　�　各項目の評価は、20点、10点又は５点を満点

とした次表の５段階評価とします。
　　　ウ　基準点
　　　　�　全委員の総合計点の60％以上の得点を基準点

とする。
　　ウ　順位の確定方法
　　　�　各委員の合計点を提案業者ごとに集計し、最も

高い合計点を獲得した業者を契約先として選定す
る。当該集計において、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、次のア～
ウの選考過程により最終順位を確定し、選定業者
とする。なお、提案業者が１業者のみの場合につ
いては、基準点を満たした場合に選定業者としま
す。

　　　ア�　評価項目の「業務履行プロセスに関する提案
内容」の合計点が最も高い業者

　　　イ�　アに該当する業者が複数ある場合、見積書の
額が最も低い業者

　　　ウ�　上記によりがたい場合は、委員の協議により
決定した業者

９　プロポーザル参加資格の喪失
　�　次の事由に該当する場合は、失格となる。
　⑴�　「２参加資格」の各号のいずれかの条件を欠いた
とき

　⑵　提出書類等の内容に虚偽の記載をしたとき　
　⑶　提出期限、提出方法、提出先に適合しないとき
10　その他留意事項
　⑴�　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業
者の負担とします。
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　⑵�　提出書類及び契約手続において使用する言語及び
通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶�　本業務の受託者（再委託又は下請等の者を含む）
は、今後、多摩川丸子橋周辺河川敷の民間活力導入
に係る民間事業者の選定手続を実施した場合におい
て、応募又は参加しようとする応募企業、応募企業
グループの一員又は協力企業となることはできませ
ん。

　⑷　契約書作成の要否
　　　市指定の契約書により、必要とする。
　⑸　契約保証金
　　�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
33条各号に該当する場合は免除となるが、それ以外
の場合は契約金額の10％を納付する必要がある。

　⑹　その他詳細について
　　�　詳細については、「令和４年度多摩川丸子橋河川
敷における民間活力導入検討業務委託プロポーザル
実施要領」を参照すること。

　　　───────────────────
川崎市公告第413号
　令和４年度ウェルフェアイノベーション推進業務委託
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２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　公募型プロポーザルに関する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度ウェルフェアイノベーショ

ン推進業務委託
　⑵　業務事項
　　ア�　福祉製品等開発勉強会、ピッチイベント、セミ

ナー等の開催
　　イ�　ウェルフェアイノベーションプロジェクトの実

施支援
　　ウ　KIS認証・更新関係業務
　　エ　KIS認証福祉製品の広報、販路開拓支援
　　オ　専門家（コーディネーター）の配置・伴走支援
　　カ�　ウェルフェアイノベーションフォーラムの開催

支援
　⑶　委託期間　契約締結日～令和５年３月31日
２　提案書の提出者の資格
　　次の条件をすべて満たしていること。
　⑴　法人格を有している者
　⑵�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でない者

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づ
く指名停止期間中でない者

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、
業種「その他」、種目「その他」で登載されている者。

ただし、契約締結までに登載が見込まれる場合は、
この限りではない。

　⑸�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
生手続開始の申立がなされていない者又は民事再生
法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始
の申立がなされていない者

　⑹�　過去５年間に本市その他官公庁において類似する
契約を締結し、誠実に履行した実績を有する者

３　提案者を特定するための審査基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　事業実施体制
　⑶　提案内容の工夫
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局イノベーション推進室
　　�〒210-0007　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地
２　川崎フロンティアビル10階

　　電話（直通）　044-200-2513　
　　FAX　044-200-3920　
　　メールアドレス　28innova@city.kawasaki.jp
５　企画提案実施要領の交付の期間、場所
　⑴　配付期間　�令和４年２月21日㈪～３月10日㈭（土

日祝日を除く。）
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
６　参加意向申出書の受付期間、場所及び方法
　⑴　受付期間　�令和４年２月21日㈪～３月10日㈭※17

時必着
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出方法　�郵送（書留郵便等の配達記録が残る場

合に限る。）又は電子メール
７　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３月14日㈪～３月22日㈫※17

時必着
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書、企業概要、業務実施体制、

類似業務の実績、所要経費・概算見積
書（各11部）

　⑷　提出方法　�郵送（書留郵便等の配達記録が残る場
合に限る。）

８　企画提案書に使用する言語及び通貨
　⑴　言語　日本語
　⑵　通貨　日本国通貨
９　契約書作成の要否
　　要する。
10　関連情報を入手するための照会窓口
　　４と同じ
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11　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　17,694,000円（消費税及び地方
消費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
プロポーザル参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア�　当該落札決定の効果は、令和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。

　　イ　審査結果の発表は３月28日㈪を予定しています。
　　ウ�　詳細につきましては、本公募型企画提案実施要

領を御参照ください。
　　　───────────────────
川崎市公告第414号
　プロポーザル方式の実施について次のとおり公告しま
す。
　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　件　　名
　�　令和４年度介護職員に係るたんの吸引等研修事業委
託
２　事業概要
　�　本事業は、受託者において、たんの吸引等に係る第
１号研修及び第２号研修について神奈川県に登録研修
機関としての登録を行うとともに、市内介護保険サー
ビス施設・事業所の介護職員に対して研修を実施する
ことにより、不特定多数の方にたんの吸引等を行える
介護職員の確保を図ることを目的とする。
３　履行期間　　
　　契約締結日から令和５年３月31日まで
４　参加資格
　　以下をすべて満たすこと。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　提案期日までに、川崎市の「令和３・４年度業務
委託有資格業者名簿」において、「業種　その他」
として登載されていること。

　⑷�　医療・介護従事者又は従事予定者を対象として、
医療又は介護技術に係る何らかの研修について開催
実績を有すること。

　⑸�　提案期日までに、本事業について、第１号研修及
び第２号研修の実施に係る神奈川県の登録研修機関
に登録されていること。

　⑹�　その他、本事業について確実に履行することがで

きること。
５　評価項目　　
　⑴　研修の構成
　　ア　事業提案の狙い
　　イ　受講定員
　　ウ　研修会場
　　エ　受講生の募集方法
　　オ　自所属で実地研修を行えない者への配慮
　　カ　研修スケジュール
　⑵　事業執行体制
　　キ　事業の円滑な運営体制
　　ク　個人情報の管理
　　ケ　事業費の積算
　⑶　応募者自身に関する項目
　　コ　類似事業の実績
　　サ　組織・管理体制等
６　担当部署
　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
７　参加資格の確認
　⑴　提出期間
　　�　令和４年２月21日㈪から令和４年３月１日㈫
　　�　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）

　⑵　提出場所
　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
　　　〒212-0013　川崎市幸区堀川町580
　　　ソリッドスクエア西館10階
　⑶　提出書類
　　　参加意向申出書（様式あり）　　１部
　⑷　提出方法
　　　持参または郵送
　　　※�　郵送の場合は、書留郵便等の記録が残るもの

で、宛先を次のとおりとし、受付期間内に必着
とします。

　　　郵送の場合の宛先
　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市健康福祉局高齢者事業推進課計画推進係
　⑸　参加資格確認審査
　　�　参加資格の審査結果は、参加意向申出書を提出し
たすべての事業者に対し、文書（電子メール）にて、
令和４年３月３日㈭までに通知します。

８　質問書の提出
　⑴　質問の受付
　　�　令和４年３月４日㈮から令和４年３月７日㈪午後
５時まで

　⑵　質問受付方法
　　�　「質問票（様式あり）」により、事務局（問合せ先）
へ電子メールで送信すること。
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　　�　また、メールの件名を「（質問）介護職員に係る
たんの吸引等研修事業」とすること。

　　�　様式については、本市ホームページからダウンロ
ードすること。

　　　※�　電話等による質問には一切お答えできません。
　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月９日㈬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）にて送付します。

９　提案書等の提出
　⑴　提出期間
　　　令和４年３月10日㈭から令和４年３月16日㈬
　　�　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）

　⑵　提出場所
　　　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
　　　〒212-0013　川崎市幸区堀川町580
　　　ソリッドスクエア西館10階
　⑶　提出書類
　　　ア　提案書
　　　イ　見積書
　⑷　提出方法
　　　郵送又は持参　
　　　※�　郵送の場合は、書留郵便等の記録が残るもの

で、宛先を次のとおりとし、受付期間内に必着
とします。

　　　郵送の場合の宛先
　　　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市健康福祉局高齢者事業推進課計画推進係
10　プレゼンテーションの実施
　⑴　開催日時
　　　令和４年３月23日㈬
　　　※　日程変更の可能性があります。
　　　※　時間は後日お知らせします。
　⑵　開催場所
　　　川崎市幸区堀川町580
　　　ソリッドスクエア西館12階会議室
　　　※�　当日は、事前に提出されている提案書類に基

づき、提案説明15分・質疑応答10分程度で提案
を行っていただきます。

　　　※�　各提案参加事業者の提案時刻については、提
案書類を提出した提案参加事業者に別途お知ら
せします。

　　　※�　提案会への出席が必須です。なお、出席者は
提案参加事業者につき最大２名までとします。

　　　※�　提案会の開催場所には、インターネット環境
はありません。

11　選定審査委員会の開催
　⑴　審査及び決定

　　�　委託業者の選定に当たっては、介護職員に係るた
んの吸引等研修事業委託事業者選定審査委員会（以
下「審査委員会」という。）において評価を行います。
審査委員会では、「提案書」、「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、委託予定
業者を決定します。

　⑵　応募者が複数の場合
　　ア�　最高得点業者が、基準点を満たし、かつ出席委

員の半数以上が１位の支持をしている場合、その
業者を受託予定者とする。

　　　�　なお、総得点が同点の場合も、出席委員の半数
以上が１位の支持をしていることを要する。

　　イ�　半数以上の出席委員の支持がない場合、各員の
評価点数とは別に、各委員の評価点数に基づく順
位により、点数表（表あり）に従い点数を付け、
当該点数の合計が最高の業者を受託予定者とする。

　　ウ�　上記においても同点の場合は、経費見積額が低
い業者を受託予定者とする。

　⑵　通知方法
　　　審査結果については、書面にて通知します。
　　　※�　審査結果等について、電話、電子メール等で

の個別の問い合わせには、応じられませんので
御了承下さい。

12　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
　　〒212-0013　川崎市幸区堀川町580
　　ソリッドスクエア西館10階
　　電　話　　　044（200）2652
　　ＦＡＸ　　　044（200）3926
　　電子メール　40kosui@city.kawasaki.jp
13　その他
　⑴　募集要領の承諾
　　�　参加に関する事項については「令和４年度介護職
員に係るたんの吸引等研修事業受託事業者募集要
領」によります。

　　�　提案参加事業者は、参加意向申出書の提出をもっ
てこの募集要領の記載内容を承諾したものとみなし
ます。

　⑵　費用負担
　　�　参加に関して必要となる費用は、提案参加事業者
の負担とします。

　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　費用負担
　　�　参加に関して必要となる費用は、提案参加事業者
の負担とします。
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　⑹　概算金額
　　　�　4,580千円（消費税及び地方消費税相当額を含

む。）を限度額とします。
　⑺　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則は、川崎市ホームページ内「入札
情報かわさき」の契約関係規定において閲覧するこ
とができます。

　⑻　提出された書類は返却しません。
　⑼�　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。

　　　───────────────────
川崎市公告第415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２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　
　　　　　　　　　　　　　　　
４　開発許可年月日及び許可番号
　　
　　
　　　───────────────────
川崎市公告第416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２月21日　川崎市長　福　田　紀　彦
１　入札物件（証明写真撮影機設置場所一時貸付物件）
　�　一般競争入札に付す一時貸付物件、予定価格（最低
貸付料）等は、次の表のとおりです。

物件
番号

所在地
貸付場所

施設管理者の
問い合わせ先

貸付面積
（㎡）

最低貸付料
（円／月）

入札保証金納付
額（円）

１
川崎市多摩区登戸1775- １
多摩区総合庁舎１階

多摩区役所総務課
044-935-3124

1.05 20,000 20,000

２　一般競争入札参加資格
　�　次の⑴から⑽に該当する方は、入札に参加できませ
ん。
　⑴�　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167
条の４第１項の規定に該当する者

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中である者

　⑷�　国税又は川崎市税の未納がある者
　⑸�　「令和３年度一般競争入札による市有財産（証明
写真撮影機設置場所）一時貸付けの案内書」に定め
る条件及び法令等を遵守し、「借受人が一時貸付物
件（入札物件）に証明写真撮影機を設置し、貸付期
間中継続して営業・運営する事業」（以下「証明写
真撮影機設置運営事業」という。）を行う資力、能
力等を有しない者

　⑹�　令和元年度または令和２年度において、証明写真
撮影機設置運営事業の実績を有しない者

　⑺�　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５
号）第２条に規定する暴力団、暴力団員等、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項に違反している事
実がある者及び警察当局から排除要請がある者

　⑼�　委託契約その他の契約に当たり、その相手方が⑺
又は⑻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

　⑽�　下記５の一般競争入札参加申込みに必要な書類を
提出しない者

３　契約上の主な条件
　⑴　貸付契約の内容
　　�　本件一時貸付契約は、地方自治法（昭和22年法律
第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づく
貸付け（賃貸借契約）です。

　⑵　貸付期間
　　�　貸付期間は、令和４年４月１日から令和７年３月
31日までです。

　⑶　一時貸付物件の用途指定
　　�　一時貸付物件は、証明写真撮影機設置運営事業の
用途に供さなければなりません。

　⑷　禁止事項
　　ア�　一時貸付物件を指定用途以外の用途で使用する
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ことはできません。
　　イ�　一時貸付物件に建物を建築すること、又は工作

物を設置することはできません（施設管理者が、
電気の供給のために工作物の設置の必要があると
認める場合を除く。）。

　　ウ�　一時貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類
似する行為をすることはできません。

　　エ�　本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を
設定することはできません。

　　オ�　一時貸付物件において公序良俗に反する用に供
することはできません。

　⑸　資料の提出等
　　ア�　川崎市が、債権の保全上必要があると認めると

き、又は第三者に一時貸付物件を転貸している疑
いがある場合等において確認の必要があると認め
るとき、川崎市は借受人に対してその参考となる
べき資料の提出又は報告を求めることができるも
のとします。この場合、借受人は必ず川崎市に協
力しなければなりません。

　　イ�　借受人は、設置した証明写真撮影機について、
月ごとの売上高等の実績を川崎市に提出しなけれ
ばなりません。

　⑹　違約金
　　�　前記⑶から⑸の条件に違反した場合には、契約金
額（貸付料総額）の100分の30に相当する額を違約
金として川崎市に支払わなければなりません。

　⑺　一時貸付物件の引渡し及び返還
　　�　一時貸付物件は、貸付期間の初日に現況有姿の状
態で引き渡します。

　　�　返還は、引渡し時点と同じ状態の原状に回復して
行わなければなりません。ただし、貸付期間の満了
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。

４　入札案内書（入札参加申込書を含む）の配布
　�　本件入札に参加を希望する者には、次により入札案
内書（入札参加申込書等）を配布します。
　⑴　配布場所
　　ア　電子データでの配布
　　　�　川崎市ホームページの「貸付募集案内（令和３

年度）」に掲載します。
　　　�　ホームページＵＲＬ：https://www.city.kawasaki.

jp/230/page/0000128500.html
　　イ　印刷物での配布
　　　　川崎市多摩区役所まちづくり推進部総務課
　　　　（多摩区総合庁舎10階）
　　　　〒214－8570

　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１
　　　　電話044－935－3123
　⑵　配布期間　　�令和４年２月21日㈪から令和４年３

月１日㈫まで
　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
　　　　　　　　　�午前９時から午後５時（正午から午

後１時を除く。）
５　一般競争入札参加申込みに必要な書類
　⑴　申込者が法人の場合
　　ア　入札参加申込書
　　イ　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書
　　ウ　商業登記簿（履歴事項全部証明書）
　　エ�　代表者の印鑑証明書（法務局に届け出た印鑑の

証明書）
　　オ　国税の納税証明書
　　　�　（その３の３「法人税」及び「消費税及び地方

消費税」の未納税額のない証明用）
　　カ�　川崎市税の納税証明書（川崎市内に本社又は事

業所がある法人の場合のみ）
　　　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をそれぞれ１部
ずつ提出すること（未納がないこと。）。

　　　イ�　固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資
産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　�　令和元年度及び令和２年度の納税証明書をそ
れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ
と。）。

　　キ�　財務諸表（写し・直前決算２事業年度分）
　　　�　損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算

書を提出すること。
　　ク�　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と証明写

真撮影機設置運営事業に係る契約を２回以上にわ
たって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行
したことが確認できる書類（提出した場合は入札
保証金を免除します。提出しない場合は上記１の
入札保証金を納付していただきます。）。

　⑵　申込者が個人の場合
　　ア　入札参加申込書
　　イ　川崎市暴力団排除条例にかかる誓約書
　　ウ　印鑑登録証明書
　　エ　国税の納税証明書
　　　�　（その３の２「申告所得税」及び「消費税及び

地方消費税」の未納税額のない証明用）を提出す
ること。

　　オ�　川崎市税の納税証明書（川崎市内に住所等を有
する方のみ）

　　　ア　市民税・県民税
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　　　　�　令和元年度及び令和２年度の納税証明書をそ
れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ
と。）。

　　　イ�　固定資産税・都市計画税（川崎市内に固定資
産（償却資産を含む。）を有している場合のみ）

　　　　�　令和元年度及び令和２年度の納税証明書をそ
れぞれ１部ずつ提出すること（未納がないこ
と。）。

　　カ　身分証明書
　　　�　破産者でないことの証明書（本籍地の市区町村

長発行）を提出すること。
　　キ　登記されていないことの証明書
　　　�　成年被後見人又は被保佐人とする記録がないこ

との証明書を提出すること。
　　　　問い合わせ先　�東京法務局後見登録課
　　　　　　　　　　　電話03－5213－1360
　　　　　　　　　　　横浜地方法務局戸籍課
　　　　　　　　　　　電話045－641－7976
　　ク�　確定申告の際の提出書類一式（写し・直前決算

２年間分）
　　ケ�　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と証明写

真撮影機設置運営事業に係る契約を２回以上にわ
たって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行
したことが確認できる書類（提出した場合は入札
保証金を免除します。提出しない場合は上記１の
入札保証金を納付していただきます。）。

６　入札参加申込書等の提出
　�　本件入札に参加を希望する者は、上記５に記載され
た書類を次により提出しなければなりません。
　⑴　提出場所　　上記４⑴イに同じ
　⑵　提出期間　　�令和４年２月24日㈭から令和４年３

月１日㈫まで
　　　　　　　　　（土曜日、日曜日を除く。）
　　　　　　　　　�午前９時から午後４時（正午から午

後１時を除く。）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、上
記２の各号のいずれかに該当したときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
８　入札の手続等
　　次により入札を執行します。
　⑴　入札の方法
　　�　入札は単価で行いますので、入札金額は月額貸付
料（消費税相当額を除いた額）を記入してください。
入札書の提出は持参によるものとします。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月14日㈪午後２時

　　イ　入札書の提出場所
　　　　多摩区総合庁舎　６階　防災センター事務局室
　　　　川崎市多摩区登戸1775番地１
　⑵　入札保証金
　　�　上記１のとおり。ただし、入札に参加する資格を
有する者で過去２箇年の間に本市その他の官公庁と
証明写真撮影機設置運営事業に係る契約を２回以上
にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履
行したことが確認できる場合は、免除します。

　⑶　開札の日時　　上記⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　上記⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定等
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格（最低貸付料）以上で最高の価格をもって
有効な入札を行った者について、最終的な一般競争
入札参加資格の審査を実施し、資格の有無を審査し
た上、落札者を決定します。資格審査の結果、その
者に資格がないと認めたときは、当該入札を無効と
し、順次、価格の高い入札者について同様の審査を
実施します。

　⑹　入札の無効
　　�　入札案内書及び川崎市競争入札参加者心得で無効
と定める入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約条項　　　　　　　�入札案内書に記載してあ

ります。
　⑵　契約書等作成の要否　　要
　⑶　契約保証金　　　　　　�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25日㈮
　⑸　契約の締結　　　　　　�本件契約を締結しない場

合、落札は無効となりま
す。

　⑹　貸付料の支払い　　　　�入札案内書に記載してあ
ります。

10　その他
　⑴�　事情により予告なく入札を変更し、又は取り止め
る場合等があります。

　⑵�　詳細は入札案内書によります。
　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、上記４⑴イに
同じです。

　　　───────────────────
川崎市公告第418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２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　
　　　　　　　　　　　　　
４　開発許可年月日及び許可番号
　　
　　
　　　───────────────────
川崎市公告第419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２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度川崎市学校給食センター産業廃棄物
（専ら物）収集運搬業務委託

　⑵　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑶　概要
　　�　川崎市学校給食センターから排出される、専ら物
（缶・ビン）を収集し、川崎市指定の処理場まで運
搬する業務を委託する。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿」に業種「廃棄物関連業務」・種
目「産業廃棄物収集」で登載されていること。

　⑶�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川崎
市（神奈川県）の産業廃棄物収集運搬業許可証を有
していること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　仕様書等の閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　〒210－0004
　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル10階
　　　　　　　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推

進室〔中学校給食〕　　今井担当
　　イ　閲覧期間　�令和４年２月22日㈫～令和４年３月

１日㈫
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日、祝日等の本市閉

庁日を除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時00分

～午後５時00分
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　�川崎市教育委員会ホームページ「学

校教育・学校施設＞学校給食＞川崎
市の学校給食」の「令和４年度川崎
市学校給食センター産業廃棄物（専
ら物）収集運搬業務委託受託事業者
募集について」

　　　　　　　　　�（アドレスhttps://www.city.kawasaki.
jp/880/page/0000136882.html）

　　イ　閲覧期間　�令和４年２月22日㈫～令和４年３月
１日㈫

４�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書を提出しなければなりません。
　�　また、提出された競争参加申込書等を審査した結果、
当該業務の入札に参加することが認められた者に限り、
入札に参加することができます。
　⑴　配布、提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　明治安田生命ビル10階
　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推進室〔中学校

給食〕：今井担当
　　　電　話：044－200－0359（直通）
　　　E-mail：88kyusyoku@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
さい。）

　　�　入札説明書、競争参加申込書は、上記３⑵アのと
おり、インターネットからダウンロードすることが
できます。

　⑵　提出期間
　　　上記３⑴イに同じ。
　⑶　提出書類
　　ア　競争参加申込書
　　　�　上記３⑵アのとおり、インターネットからダウ

ンロードすることができます。ダウンロードでき
ない場合は、上記⑴の場所で上記３⑴イの期間に
配布します。
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　　イ�　入札期日及び履行期間の始期において有効な川
崎市（神奈川県）の産業廃棄物収集運搬業許可証
の写し許可証の更新手続中にあっては、許可の更
新が受理され、その効力を有することを証明する
書類の写しを提出してください。

　⑷　提出方法
　　�　持参または書留郵便とします。ただし、書留郵便
による場合の提出期限は、令和４年２月28日㈪必着
とします。

　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差し替え又は再

提出は認めません。
　　ウ�　競争参加申込書等に関する問合せ先は、上記⑴

の場所とします。
５　資料の縦覧
　　３⑴アの場所、３⑴イの期間で縦覧に供します。
６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込
書等を提出し、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３月４日㈮までに、令和３・４
年度「業務委託有資格業者名簿」に登録している電子
メールアドレスあて、電子メールを送信します。
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、上記４⑴宛に持参又は電子メールの
送信をしてください。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。電話・ＦＡＸによる問合せは一切応じません。

　　　�　なお、質問書は、上記３⑵アのとおり、インタ
ーネットからダウンロードすることができます。

　　イ　質問受付期間
　　　　令和４年３月７日㈪～令和４年３月９日㈬
　　　　（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３月11日㈮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を送信します。質問が
なかった場合には、連絡はいたしません。なお、
回答後に再質問は受け付けません。

８　一般競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
きません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格申請書について、虚偽の申
請をしたとき。

９　入札の手続等
　⑴　入札、開札の場所及び日時　
　　ア　日時　令和４年３月15日㈫午前11時15分
　　イ　場所　川崎市川崎区宮本町６番地
　　　　　　　明治安田生命ビル４階
　　　　　　　教育委員会事務局第２会議室　
　　ウ�　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、状

況によっては書留郵便による郵送での取り扱いと
する場合があります。その場合、入札の参加を認
められた者に別途連絡いたします。

　⑵　入札の方法、金額等　
　　ア�　所定の入札書及び見積内訳書（様式Ａ）により

入札してください。なお、見積内訳書（様式Ａ）
が同封されていない場合は無効となります。また、
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（別途作成が必要となる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�　本件は単価契約となりますが、入札金額は、缶・
ビン各々の１ｋｇあたりの単価×予定数量から算
出される総額としますので、入札書には総額（税
抜き）を記載してください。なお、この金額には
契約期間内の業務に際して必要となる費用、各種
書類作成作業等に係る一切の費用を含め見積るも
のとします。契約額は見積内訳書に記載された単
価となり、支払金額は単価×実績数量×消費税相
当額の総額となります。また、予定数量はあくま
で予定であり、当該数量を保証するものではあり
ません。

　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。
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　　�　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　
　　�　この公表に定めるもののほか、入札に参加する資
格のない者が行った入札及び「川崎市競争入札参加
者心得」第７条に該当する入札は無効とします。　

　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
　　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし
ます。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関
する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任を
受けた書類（委任状）を事前に提出しなければなり
ません。

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。　

　⑺　再度入札の実施　
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。

10　契約手続き等　
　⑴　契約保証金　
　　�　川崎市契約規則33条各号に該当する場合は、免除
します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも関わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要とします。　
　⑶　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」（https://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約
関係規定において閲覧することができます。　

11　その他　
　⑴�　この公表に定めるもののほかは、川崎市契約条例、
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定
めるところによります。　

　⑵�　当該契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑶　その他問合せ窓口は４⑴に同じです。
　⑷　排出量の推移は以下のとおりです。

排出量（実績）
単位：ｋｇ

平成31年度 令和２年度 令和３年度

金属くず（缶） 530 530 383

ガラスくず
（ビン）

191 190 157

　　　※令和３年度の排出量は、４月から12月分です。
　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420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２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　件　　名
　�　川崎港の魅力向上に向けた観光船及び港湾緑地活用
実験支援業務委託
２　履行期間
　�　令和４年４月１日以降の契約締結日から令和４年12
月28日㈬まで
３　履行場所
　　川崎市内
４　事業概要
　�　川崎港の魅力向上に向け、多くの人に親しまれるイ
ベントの開催により、川崎港に対するポジティブイメ
ージの形成を図るとともに、将来的な観光船等の誘致
など新たな魅力の創出・向上に向け、ニーズの把握や
観光船事業者・公園イベント事業者による事業実施を
行う上での課題やその解決方法の提案を求めるもので
ある。
５　契約上限額
　　4,000,000円（消費税及び地方消費税含む）
６　参加資格
　⑴�　本業務と同種又は類似する本市及び他官庁並びに
民間のいずれかにおける実績がある者。

　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
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２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
　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者名簿の業
種・種目「99その他業務　01催物会場設営及びイベ
ント、運営・企画」に登載されているか、業者登録
申請中で、企画提案会当日までに上記の業種・種目
に登載見込みであること

７　提案を求める内容　
　⑴�　本業務に対する考え方、取組の基本姿勢及び広報
戦略

　⑵�　本業務の目的を達成するための独自の視点や創意
工夫のある企画内容やコンセプト

　⑶�　川崎港の魅力向上に向け今後も展開が期待される
事業

　⑷�　観光船と港湾緑地を組み合わせて活用することで
生まれる相乗効果

　⑸　幅広いニーズや課題の把握方法など
　⑹　運営体制・組織
　⑺　業務実行スケジュール
　⑻　想定利用者人数
　⑼�　事故防止対策、新型コロナウイルス感染症対策な
どの危機管理体制に関すること

　⑽　環境配慮に関することなどその他の工夫
８　提案者を特定するための評価基準
　⑴　目的理解度
　⑵　広報計画
　⑶　企画内容
　⑷　運営体制
　⑸　スケジュール
　⑹　費用の妥当性
　⑺　安全管理等
　⑻　その他の工夫
８　プロポーザル参加意向申出書等の提出
　⑴　提出先
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワー・リバーク20階
　　　港湾局港湾振興部誘致振興課
　　　（電子メール）� 58yuuti@city.kawasaki.jp
　　　（電話番号）� 044－200－3791
　　　※�様式は川崎市ホームページからダウンロード可

能
　⑵　受付期間
　　　令和４年２月22日㈫から令和４年３月２日㈬まで　
　　　※�郵送の場合、令和４年３月２日㈬正午必着　
　　　　受付時間：�午前９時から午後５時まで（閉庁日

及び正午から午後１時までを除く）

　⑶　提出書類
　　ア�　プロポーザル参加意向申出書（様式１）　正本

１部
　　イ　誓約書（様式３）　正本１部
　　ウ�　類似・関連事業の実績一覧表（様式４）　正本

１部　
　⑷　提出方法
　　　持参又は郵送（令和４年３月２日㈬正午必着）
９　企画提案書等の提出
　⑴　提出場所
　　　８⑴に同じ
　⑵　提出期間
　　　令和４年３月14日㈪から令和４年３月18日㈮まで
　　　※郵送の場合、令和４年３月18日㈮正午必着
　⑶　提出書類（各７部）
　　ア�　企画提案書（様式任意、A４判縦横どちらでも

可。表紙を除き15ページ以内）
　　イ�　見積書（原本１部、写し６部）（様式任意、見

積に係る積算内訳を別途添付すること。内訳には
積算根拠（単価、数量、回数、人数等）具体的に
記入すること。）

　　ウ　業務実施体制表（様式任意）
　　エ　会社概要（パンフレット等）
　⑷　提出方法
　　　郵送又は持参
10　問合せ
　⑴　問合せ先
　　　８⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　　令和４年２月22日㈫から令和４年３月７日㈪まで
　⑶　質問書の様式
　　　質問書（様式５）による
　⑷　質問受付方法
　　　電子メールのみ
　⑸　回答方法
　　�　プロポーザル参加意向申出書（様式１）を提出し
た全ての事業者宛てに電子メールで送付

11　企画提案会
　⑴　日時
　　　令和４年３月25日㈮午前９時00分から（予定）　
　　　※詳細については、各提案事業者へ別途通知
　⑵　場所
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワー・リバーク20階　港湾局会議室
　⑶　時間
　　　�各者30分（プレゼンテーション20分、質疑応答10

分）
　　　───────────────────
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川崎市公告第421号
　　　道路位置の廃止について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和４年２月24日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

築造主
住所・氏名

横浜市西区南軽井沢５番地１
株式会社あさひハウジングセンター
代表取締役　香山　裕司

道路位置の
地名・地番

川崎市南野川３丁目1164番１、1164番２、
1165番１の各一部

別図省略

幅　員
4.00メートル

延　長
34.90メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第610号
廃止
年月日

令和４年
２月24日

　　　───────────────────
川崎市公告第422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２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４年度給食室雑排水槽等清掃及び汚泥等運搬
業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市立学校等
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日
　⑷　概要
　　�　給食室内から学校敷地内の最終排水管（埋設管）
までの排水経路上に存在する排水関連施設内部付着
物の高圧洗浄による除去及びグリストラップ、排水
槽、排水ポンプ槽に堆積している汚泥、グリス等の
バキュームによる汲み出し収集並びに産業廃棄物処
分施設までの運搬業務を委託します。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさ
なければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において「令和３・４年度川崎市業者委
託有資格業者名簿」に業種「屋外清掃」・種目「汚

水処理施設清掃」で登載されていること。
　⑶�　汚泥等の積出地及び運搬先自治体における、「汚
泥」及び「廃油」の産業廃棄物収集運搬業の許可を
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。

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２月24日㈭～令和４年３月

４日㈮
　　　　　　　　　�（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年度給食室雑排水槽等清掃
及び汚泥等運搬業務受託事業者公
募」（アドレス　https://www.city.
kawasaki.jp/880/page/0000133081.
html）

　　イ　閲覧期間　�令和４年２月24日㈭午前９時～令和
４年３月４日㈮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〕　　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
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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３月４日㈮午後５時まで必着とします。

　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�　汚泥等の積出地及び運搬先自治体における、産
業廃棄物収集運搬業の許可証の写し「汚泥」及び
「廃油」の収集運搬業務許可が分かるものを提出
してください。

　　　�　許可証の更新手続をしている場合は、更新手続
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３月８日㈫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３月８日㈫～令和４年３月11日㈮
　　　　午前８時30分～正午、午後１時～午後５時�
　⑵　回答�
　　ア　回答予定日　令和４年３月16日㈬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３月18日㈮午前10時�
　　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、「給食室内を含む排
水関連施設清掃」及び「グリストラップ等屋外排
水関連施設清掃」の単価に、想定回数を乗じた金
額の合計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。�

　　　�　（「給食室内を含む排水関連施設清掃」の見積単
価×想定回数）＋（「グリストラップ等屋外排水
関連施設清掃」×想定回数）�

��　　※�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。�
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��　　※�想定回数はあくまで想定であり、当該数量を保
証するものではありません。

　　　※�各業務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、落札したにもかかわらず契約を締結し
なかった者、または、本市と契約を締結したにもか
かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規
則第９条第１項第２号の「その者が契約を締結しな
いこととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。�

　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、落札したにもかかわらず契約を締結し
なかった者、または、本市と契約を締結したにもか
かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規
則第33条第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423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２月24日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 向丘中学校外壁塗装改修その他その１工事

履行場所 川崎市宮前区神木本町５丁目11番１号

履行期間 契約の日から令和５年１月13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。
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－1477－

参 加 資 格

　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」種目「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。
　※�　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。

⑾�　外壁複合改修工法（ピンネット工法）の施工に必要な技術を有することを証明するピンネットメ
ーカー発行の認定証を有すること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地）
電話番号　044－200－2100

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

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　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２）

競争入札に
付する事項

件　　名 中野島小学校トイレ改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区中野島３丁目12番１号

履行期間 契約の日から令和４年12月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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。
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参 加 資 格

　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「建築」種目「一般建築」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　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　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４月４日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　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 小倉小学校校舎改修その他その３工事

履行場所 川崎市幸区小倉２丁目20番１号

履行期間 契約の日から令和４年11月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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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参 加 資 格

　※�　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「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」で
登録されていること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　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４月４日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

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

競争入札に
付する事項

件　　名 宮崎小学校校舎改修その他その１工事

履行場所 川崎市宮前区馬絹１丁目30番９号

履行期間 契約の日から令和４年12月16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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参 加 資 格

　※�　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「建築」種目「一般建築」ランク「Ａ」で
登録されていること。
⑹�　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時におけ
る本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制（防災協力事業所）」
に登録があること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑽　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万
円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　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４月４日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）　

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　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 東門前小学校ほか２校衛生器具設備改修その他工事

履行場所 川崎市川崎区東門前３丁目４番６号ほか２校

履行期間 契約の日から令和４年７月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　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。
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参 加 資 格

　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」ランク「Ｂ」で登録されて
いること。
⑹　令和３・４年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。
⑺�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑻　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑼　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑽　主任技術者（業種「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３月23日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　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424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２月24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
　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　
　　　　　　　　　　　　　
４　開発許可年月日及び許可番号
　　
　　
　　　───────────────────
川崎市公告第425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２月25日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�多摩川緑地宇奈根駐車場ほか開閉業務

委託
　⑵　履行場所　川崎市高津区宇奈根地内ほか３箇所
　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　概　　要　�本委託は、指定された日時に、多摩川

緑地宇奈根駐車場ほか３箇所の出入口
車止め柵の鍵の開錠及び施錠を行い、
市民の快適な利用を図るものです。

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
地域区分市内で登載されている者。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「警備」種目「駐車場管理」で登載されている者。

３　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、次のとおり、入札
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参加申込書を持参により提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒212－0051　川崎市幸区東古市場１
　　　川崎市建設緑政局緑政部多摩川管理事務所
　　　電話　044－544－6922
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　　�（土・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00分から午後５時15分まで）
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
　　�　委託仕様書、委託設計書、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、入札説明
書は「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の
場所において、「３⑵　配布・提出期間」の期間で
縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布し
ます。また、川崎市のホームページの「入札情報
かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）において、本件の公表情報詳細のペー
ジからダウンロードできます。

５　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、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１週間以内に送
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。
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　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積もった

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に消費税及び地方消費税に相当する額（入札書
に記載した金額の10％）を加算した金額をもって
契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月14日㈪午前10時
　　イ　入札場所　川崎市幸区東古市場１
　　　　　　　　　多摩川管理事務所

　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　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、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。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は入札説明書によります。
　　�　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426号
　スポーツ・文化総合センター事業モニタリング等支援
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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　スポーツ・文化総合センター事業モニタリング等
支援業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎区役所まちづくり推進部地域振興課
　　　（川崎市川崎区東田町８番地）
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月17日まで
　⑷　委託概要
　　�　スポーツ・文化総合センター事業に関する川崎市
が行う財務面及び運営・維持管理面のモニタリング
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の支援業務委託
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格者名簿に業種「調査・測定」種目「その他
の調査・測定」で登載されている者

　⑷�　過去に本市又はその他官公庁で、類似の契約実績
がある者。または、日本公認会計士協会に登録して
いる者

３　入札参加申込書及び仕様書の配布等
　�　次により一般競争入札参加資格確認書を配布します。
この入札に参加を希望するものは、所定の一般競争入
札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
なお、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・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－8570　川崎市川崎区東田町８番地
　　　川崎区役所まちづくり推進部地域振興課
　　　電話　044－201－3231
　　　ＦＡＸ　044－201－3209
　　　e-mail　　akimoto-h@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
とします（土曜日、日曜日、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　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ　類似の業務実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参または郵送（提出期間までに必着のこと）
４　競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参
加資格があると認められた者には、次により一般競争
入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎
市業務委託有資格者名簿に登載した際に電子メールの
アドレスを登載している場合は、一般競争入札参加確
認通知書は自動的に電子メールで交付されます。
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　�　令和４年３月４日㈮　午前８時30分～午後５時
（ただし、正午～午後１時を除く）

　⑶　その他

　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、
無償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和４年
２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで縦覧します
（土曜日、日曜日、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）。

５　仕様に関する質問について
　�　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで
きます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。
また、入札参加者以外の質問には回答しませんので御
注意ください。
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年３月４日㈮から令和４年３月10日㈭まで
とします（土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時
30分から午後５時まで）。

　⑶　質問方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３
⑴の問い合わせ先まで電子メールにて送付してくだ
さい。

　⑷　質問に対する回答
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年３月11日㈮
までに、全社宛て電子メールにて送付します。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
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に、２「競争入札参加資格」の各号のいず
れかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書を入札
件名が記載された封書に封印し、持参または郵送し
てください。郵送の場合は、入札・開札日の前日ま
でに必着とします。

　⑵　入札金額
　　�　入札金額は、消費税及び地方消費税を含めないも
のを記入してください。

　⑶　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年３月25日㈮　午前10時
　　イ　場所　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
　　　　　　　第２会議室
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
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　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成
　　ア　契約書を作成することを要します。
　　イ�　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

　　�　（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」から閲覧することができ
ます。

９　その他
　⑴�　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�　入札説明書、川崎市契約条例、川崎市契約規則及
び川崎市競争入札参加者心得は３⑴の場所において、
一般競争入札参加資格確認申請書の配布期間中に縦
覧できます。

　⑷�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本通貨に限ります。

　⑸　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。
　⑹　詳細は入札説明書によります。
　⑺�　当該落札決定の効果は、令和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427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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�浮島処理センターエレベーター設備

保守点検業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市川崎区浮島町509番地１

　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３
月31日㈮まで

　⑷　業務概要　　�浮島処理センターに設置されている
エレベーター設備のフルメンテナン
ス業務とし、定期的な保守点検に加
え、機器の摩耗・劣化を予想し、機
器の性能を維持するために必要な部
品の交換又は修理等の予防的な保全
を併せて行うほか、故障発生時は速
やかに対応を図るものとする。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「エレベーター保守点検」
に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
エレベーター設備保守点検業務の契約実績を有する
こと。

　⑸�　過去５年間にエレベーター設備の工事実績を有す
ること。

　⑹�　エレベーター設備保守点検業務に必要な資格及び
技術者を有している人員を配置できること。なお、
主に必要な資格及び技術者は次のとおりとする。ま
た、当該資格者と申込者との直接の雇用関係を証明
できる書類を提出すること。

　　�　１級又は２級建築士若しくは昇降機検査資格者講
習修了者

　⑺�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及
び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷⑸⑹の書類を提出してくださ
い。
　⑴　配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎16階
　　　環境局施設部処理計画課　　　担当　大久保
　　　電話　044－200－2588（直通）
　　　※�　競争入札参加申込書については、川崎市ホー

ムページ「入札情報かわさき」よりダウンロー
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ドできます。
　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭９時
から17時まで

　　　（土、日曜日及び12時から13時の間は除く。）
　⑶　提出方法　　持参
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ�　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　ウ�　上記２⑹の資格証の写し及び直接の雇用関係を

証明可能な書類
　　エ�　上記２⑺の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月10日㈭に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月10日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年３月10日㈭から令和４年３月14日㈪
　　　９時から17時まで
　　　（土、日及び12時から13時の間は除く。）
　⑵�　質問書の様式　配布する「質問書」の様式により
提出してください。

　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3923
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月16日㈬
　　�　全社へ文書（電子メールまたはＦＡＸ）にて送付
します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　令和４年３月18日㈮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16階
　　　　　　　　　　　　環境局会議室
　⑷　入札書の提出方法　持参
　⑸　入札保証金　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価
格をもって有効な入札を行っ
た者を落札者とします。

　⑺　再入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直ち
に再入札を行います。（開札
に立ち会わない者は、再入札
に参加の意思がないものとみ
なします。）

　⑻　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で
無効と定める入札は、これを
無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、入札情報かわさきの「契約関係規定」から閲覧
できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和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428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２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
　　　産業廃棄物収集運搬・処分業務委託
　　　（生活環境事業所）
　⑵　履行場所
　　　環境局川崎生活環境事業所
　　　（川崎市川崎区塩浜４－11－９）
　　　環境局中原生活環境事業所
　　　（川崎市中原区中丸子155 ‐１）
　　　環境局宮前生活環境事業所
　　　（川崎市宮前区宮崎172）
　　　環境局多摩生活環境事業所
　　　（川崎市多摩区枡形１－14－１）
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　仕様書による。
２　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、次の事項を全て満
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で、
地域区分「市内」、企業規模「中小企業」、業種「廃
棄物関連業務」、種目「産業廃棄物収集運搬業」に
登載されていること。

　⑷�　次の条件を満たすこと。なお、いずれも許可品目
の種類に「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラ
ス・コンクリート陶磁器くず」が含まれていること。

　　ア�　川崎市又は神奈川県において、産業廃棄物収集
運搬業の許可を有していること

　　イ�　川崎市又は神奈川県において、産業廃棄物処分
業の許可を有していること

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札
参加申込書、２⑷に記載の産業廃棄物収集運搬業及び
産業廃棄物処分業の許可証の写しを提出しなければな
りません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４
　　　川崎市役所環境局生活環境部収集計画課　川担当
　　　電話　044－200－2584
　⑵　配布・提出期間
　　�　土曜日、日曜日及び祝日を除き、令和４年２月25
日㈮から３月３日㈭までの９時から正午まで及び13
時から17時までとします。

４　仕様書について
　⑴　仕様書の閲覧
　　�　この入札に関する仕様書は、上記３⑴の場所で
閲覧することができるほか、川崎市ウェブサイト
「入札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）で閲覧及びダウンロードを
することができます。

　⑵　仕様書の配布
　　�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した
者のうち、仕様書の印刷物の配布を希望する者には、
３⑴の場所において、令和４年３月４日㈮９時から
16時まで配布します。

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入札参加資格の確認通
知書を送付します。また、申請者が当該委任先メール
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３月４日㈮９時から正午まで及び13時か
ら17時まで

　⑵　場所
　　　上記３⑴に同じ
６　質問等の受付
　⑴�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した
者からの質問等を受け付けます。

　⑵�　質問等に関しては、令和４年３月７日㈪９時から
令和４年３月８日㈫17時までの間、ＦＡＸ、電子メ
ール又は持参により受け付けます。

　⑶�　ＦＡＸ又は電子メールにより質問等を送った場合
は、電話により併せて御連絡ください。

　⑷�　回答については、令和４年３月11日㈮17時までに
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書
の「委託」の委任先メールアドレスへ送付します。
当該委任先メールアドレスの登録を行っていない者
に対しては、ＦＡＸにより送付します。ただし、審
査の結果入札参加資格があると認められなかった者
からの質問や回答後の再質問には回答しません。

７　入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、入札期日ま
での間に次のいずれかに該当したときは、この入札に
参加することができません。
　⑴�　この公告に定める参加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
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偽の記載をしたとき。
８　入札手続等
　⑴�　入札金額は、見積もった内訳単価の合計額で行い
ます。見積もった内訳単価の合計額を入札書に記載
してください。

　　�　また、本業務委託に関する金額のほか、一切の諸
経費を含めた入札金額を見積もるものとしてくださ
い。

　　�　なお、税抜価格をもって落札価格とするので、入
札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札方法等
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月15日㈫　14時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東田町５- ４
　　　　川崎市役所第３庁舎16階　環境局会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時及び場所
　　　⑴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
　　�　川崎市競争入札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の場所で閲覧することができるほか、
「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
及びダウンロードをすることができます。

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

　⑵　詳細は、仕様書によります。

　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　⑷�　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429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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　撤去保管自転車２次売却
　⑵　履行場所　　�自転車等保管所９施設、詳細は別途

特記仕様書によるものとする。
　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　　�本契約は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）に基づき売却処分をするも
ので、本市が指定した撤去し保管し
ている自転車を全て引き受けること
とする。なお、詳細は別途仕様書に
よるものとする。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければならない。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　川崎市競争入札参加資格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「回収資材」のうち種目「車
両」又は「その他（備考欄に「自転車」の記載あり）」
で登録がされていること。

　⑷�　当該入札公告の日から過去５か年以内に本市又は
他官公庁において同規模の売却契約の実績があるこ
と。

３　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出
　�　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らない。
　⑴　配布期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時
まで（土曜日・日曜日を除く。）

　⑵　配布場所
　　　川崎市ホームページ内、
　　　�https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000116188.

html
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　　　又は、
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワー・リバーク20階
　　　建設緑政局自転車利活用推進室（担当早川）
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時
まで（土曜日・日曜日を除く。）

　⑷　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　上記２「一般競争入札参加資格」の⑷の実績を

証明する資料（契約書の写し等）
　⑸　提出方法
　　�　持参もしくはメール、ＦＡＸにて提出すること。
メール、ＦＡＸでの提出の場合必ず提出した旨を担
当宛て電話連絡すること。

　⑹　提出場所
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワー・リバーク20階
　　　建設緑政局自転車利活用推進室（担当　早川）
　　　電話：044－200－3596
　　　ＦＡＸ：044－200－3979
　　　電子メール：53ziten@city.kawasaki.jp
　⑺　その他
　　�　提出した書類に関して説明を求める場合がある。
また、提出された書類は返却しない。なお、入札説
明会は開催しない。

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３月７日㈪までに送付する。
　�　なお、委任先メールを登録していない場合は、令和
４年３月７日㈪午前９時から正午まで及び午後１時か
ら午後４時までに上記３⑹の提出場所に直接受け取り
に来ること。
５　仕様に関する問合わせ及び回答
　⑴　問合せ期間
　　　令和４年３月７日㈪から令和４年３月９日㈬まで
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時
まで（土曜日・日曜日を除く。）

　⑵　問合せ先
　　　上記３⑹に同じ
　⑶　問合せ方法
　　�　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」
の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電
子メールアドレスあてに送付すること。また、質問

書を送信した旨を担当まで連絡すること。なお、質
問書以外による問い合わせには一切応じない。

　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３月11日㈮に、全参加者宛
てにＦＡＸ又は電子メールで送付する。

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

７　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月17日㈭午前11時
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎区駅前本町12－１
　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階
　　　　建設緑政局会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とする。
　⑶　開札の日時及び場所
　　　上記７⑴に同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　市が指定した不適合自転車の買取りも含めた適合
自転車１台あたりの単価（税抜き）を入札金額とする。

　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格以上で、最高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
価格が著しく高価格であるときは、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
れを無効とする。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約保証金は、川崎市契約規則第33条第４号の規
定により免除とする。

　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３⑹の提出場所及び川崎市のホームペ
ージの「入札情報」(http://www.city.kawasaki.
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jp/233300/)の「契約関係規定」で閲覧することがで
きる。

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。

　⑶　入札金額等
　　ア�　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。

　　イ　入札は所定の入札書により行うものとする。
　⑷�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代
理人とする。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
に関する権限の委任をした書類を事前に提出するこ
と。

　⑸　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うも
のとする。ただし、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者は除くこととする。

　⑹�　関連情報を入手するための窓口は、上記３⑹の提
出場所と同じである。

　　　───────────────────
川崎市公告第430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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　自転車等保管所警備業務委託
　⑵　履行場所　　自転車等保管所９施設（13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　概要　　　　�本業務は、撤去した放置自転車等の

保管所における休業日及び業務時間
外の機械警備を行うものである。「防
犯」、「火災監視」、「非常通報」に係
る警備業務を行うため、施設外周等
に警報機器を設置し、異常の有無を
監視し、異常があった場合における
緊急対処及び警察等への通報を行う
ものとする。なお、詳細は別途特記
仕様書によるものとする。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければならない。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「警備」種目「機械警備」で登録されていること。

　⑷�　当該入札公告の日から過去５か年以内に本市又は
他官公庁において同規模の機械警備業務の実績があ
ること。

３　競争入札参加申込書及び仕様書の配布及び提出
　�　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らない。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒210－0007
　　　川崎市川崎区駅前本町12－１
　　　川崎駅前タワー・リバーク20階
　　　建設緑政局自転車利活用推進室（担当　早川）
　　　電話：044－200－3596
　　　ＦＡＸ：044－200－3979
　　　電子メール：53ziten@city.kawasaki.jp
　⑵　配布及び提出期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　�　午前９時30分から正午まで及び午後１時から午後
４時まで（土曜日・日曜日を除く。）

　⑶　提出物
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ�　上記２「一般競争入札参加資格」の各号を証明

する資料（契約書の写し等）
　⑷　提出方法
　　　持参に限る。
　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らない。また、提出された書
類は返却しない。

　　�　仕様書については上記３⑴の場所において無償で
交付する。

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のうち参加資格が
あると認められたものには、川崎市業務委託有資格業
者名簿へ登載した際に登録した委任先メールアドレス
に令和４年３月７日㈪までに送付する。委任先メール
を登録していない場合は、直接受け取りに来ること。
　　なお、入札説明会は開催しない。
　⑴　交付日
　　　令和４年３月７日㈪
　　�　午前９時30分から正午まで及び午後１時から午後
５時まで
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　⑵　場所
　　上記３⑴に同じ
５　仕様に関する問合せ及び回答
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　問合せ期間
　　　令和４年３月７日㈪から令和４年３月９日㈬まで
　　�　午前９時30分から正午まで及び午後１時から午後
４時まで

　⑶　問合せ方法
　　�　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」
の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電
子メールアドレスあて送付すること。また、質問書
を送信した旨を担当まで連絡すること。

　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３月11日㈮に、参加全社宛
てにＦＡＸ又は電子メールで送付する。

　　�　なお、電話等による問い合わせには一切応じない。
６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失する。
　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。

７　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　�　自転車等保管所警備業務に係る費用の総額（税抜
き）を入札金額とする。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月17日㈭午前10時
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎区駅前本町12－１
　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階
　　　　建設緑政局会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とする。
　⑶　開札の日時及び場所
　　　上記７⑴に同じ
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った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
れを無効とする。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とする。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」(http://www.city.kawasaki.jp/233300/)の
「契約関係規定」で閲覧することができる。

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
るところによるものとする。

　⑵�　この入札への参加者が、２社以上にならないとき
は、この入札を中止することがある。

　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る。

　⑷　入札金額等
　　ア�　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。

　　イ　入札は所定の入札書により行うものとする。
　⑸�　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。

　⑹　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うも
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。

　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す
る。

　　　───────────────────
川崎市公告第431号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２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
　　�　軽乗用自動車（ハイブリット車）の賃貸借及び保
守

　⑵　履行場所　
　　　川崎市高津区下作延1241番地（霊園事務所）
　⑶　履行期間及び台数
　　�　令和４年10月１日から令和11年９月30日まで/１
台

　⑷　賃貸借の概要
　　　入札説明書によります
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市製造の請負・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
載されていること。

　⑶　川崎市競争入札参加資格者であること。
　⑷　指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
３　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒213-0033
　　　川崎市高津区下作延1241番地
　　　川崎市建設緑政局緑政部霊園事務所　担当　渡辺
　　　電　話　044-813-1182
　　　ＦＡＸ　044-811-6251
　　　E-mail　53reien@city.kawasaki.jp
　⑵　提出期間
　　ア　配布・提出日
　　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮ま

で（土・日曜日を除く）
　　イ　配布・提出時間
　　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５

時まで
　⑶　提出方法
　　　郵送又は持参
　　�　郵送の場合は令和４年３月４日㈮午後５時必着と
し、確認のため発送時に送付した旨のメールをお願
いします。

　　�　提出書類の「一般競争入札参加資格確認申請書」
及び入札説明書等は、インターネットからダウンロ
ードすることができます（「入札情報かわさき」、「入
札情報」の「物品」・「入札公表」に係る『財政局』
から取得できます）。ダウンロードができない場合

には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。
　　�　（「入札情報かわさき」http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加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
入札参加資格確認申請書の委任先メールアドレスに、
令和４年３月７日㈪に送付します。委任先メールアド
レスを登録していない場合は、直接受取りに来るよう
お願いします。
　⑴　交付日　
　　�　令和４年３月７日㈪午前９時から正午までと午後
１時から午後５時まで

　⑵　場　所
　　　上記３⑴に同じ。
５　仕様・入札に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年３月７日㈪から令和４年３月11日㈮まで
（土・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　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴の建設緑政局緑政部霊園事務所まで、
持参または郵送して下さい。

　　�　（郵送の場合は確認のため発送時に送付した旨の
メールをお願いします）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年３月15日㈫
に、参加全社あてに、電子メール又はＦＡＸにて送
付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
たさなくなったとき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　税抜きの総額で行います。
　　ア　入札書の提出日時
　　　　持参の場合　令和４年３月22日㈫午前11時00分
　　　　郵送の場合　�令和４年３月18日㈮午後５時【必

着】
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　　　�　郵送の場合は確認のため発送時に送付した旨を
メールお願いします。

　　イ　入札書の提出・郵送場所
　　　　持参の場合　川崎市建設緑政局会議室
　　　　�（川崎市川崎区駅前本町12番地１号川崎駅前タ

ワー・リバーク17階）
　　　　郵送の場合　上記３⑴に同じ。
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札の日時
　　　７⑴アに同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ
とがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　前払金
　　　ありません。
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑷　契約の条件
　　�　当該落札決定の効果は、令和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。

　　�　また、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、
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ものとし、補償
額は協議して定めるものとします。

　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページ「入札
情報」(http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html)の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書等によります。
　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　支払については毎月払いとします。
　⑸　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。
　　　───────────────────
川崎市公告第432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２月25日
　　　　　　　　　　川崎市長　　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度区役所衛生課等の検査事業における検
体検査及び検体搬送業務委託

　⑵　履行期限
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑶　履行場所
　　　健康福祉局保健所感染症対策課指定場所
　⑷　委託概要
　　�　区役所衛生課等で行うＢ型肝炎ウイルス検査、Ｃ
型肝炎ウイルス検査、ＨＩＶ検査及び梅毒検査の事
業における、検査の実施及び検体の搬送を委託する。

２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
「業種「医療関連業務」種目「衛生検査」」に登録さ
れていること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契
約履行実績があること。

３　競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
入札参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布及び提出場所
　　　〒212-0013　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　健康福祉局保健所感染症対策課　担当　伊藤
　　　電話　044－200－2439
　⑵　配布及び提出期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分

から正午まで及び午後１時から午後５時15分ま
で）
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　⑶　提出書類
　　ア　競争入札参加申込書
　　イ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書の
交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、次により一般競争入札参加
資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委
託有資格業者名簿へ登載した際に電子メールのアドレ
スを登載している場合は、一般競争入札参加確認通知
書を電子メールで送付します。
　⑴　交付場所及び問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　交付日時
　　�　令和４年３月７日㈪までに通知書を交付または電
子メールで送付します。

　⑶　入札説明書の交付
　　�　競争入札参加資格確認通知書の交付に併せて、無
償で入札説明書を交付します。

　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において、令和４
年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで（土曜日、
日曜日及び祝日を除く、午前８時30分から正午まで
及び午後１時から午後５時15分まで）縦覧に供する
他、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の
「入札情報」で閲覧することができます。

５　仕様又は入札説明書に関する問合せ
　�　仕様等、入札説明書の内容に関する質問は、次によ
り行います。
　⑴　問合せ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定する電子メールアドレス宛て送付し
てください。

　⑶　受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月９日㈬まで
（土曜日、日曜日及び祝日を除く、午前８時30分か
ら正午まで及び午後１時から午後５時15分まで）

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月11日㈮までに、確認通知書を交付し
た全社宛てに、電子メールで送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　　紙入札方式
　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月18日㈮　午後２時
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館12階
　　　　健康福祉局12Ｂ会議室
　　ウ�　入札金額は仕様書に記載された予定数量に単価

を乗じた金額の合計額となります。入札（見積）
書及び入札（見積）書内訳書をそれぞれ作成して
ください。

　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　７⑴アと同じ
　⑷　開札の場所
　　　７⑴イと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。
８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　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
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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433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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　新型コロナウイルス感染症等における検体等搬送
業務委託

　⑵　履行場所
　　�　多摩区全域及び多摩区役所衛生課から指定された
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
　　�　多摩区役所衛生課が指定する感染症対策事業に係
る検体等搬送業務等

　　　詳細は「入札説明書」によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」、種目「運
送業務」で登録されていること。

　⑷�　「民間事業者による信書の送達に関する法律」（平
成14年７月31日号外法律第99号）に基づく「特定信
書便事業の許可（役務の種類：長さ、幅及び厚さの
合計が73cmを超え、又は重量が４kgを超える信書
便物を送達する役務）」を有すること。

　⑸�　過去５年間に本市又はその他官公庁で、類似の契
約履行実績があること。

　⑹�　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条
第２号に規定する暴力団ではないこと。

　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と認め
られないこと。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒214-8570
　　　川崎市多摩区登戸1775－１　多摩区役所１階
　　　多摩区役所地域みまもり支援センター衛生課
　　　平、滝澤担当
　　　電話　044-935-3310（直通）
　　　FAX　044-935-3394
　　　電子メール　71eisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭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、土曜日及び日曜日を除きま
す。）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争参加入札参加資格確認申請書
　　イ�　「民間事業者による信書の送達に関する法律」

（平成14年７月31日号外法律第99号）に基づく「特
定信書便事業の許可（役務の種類：長さ、幅及び
厚さの合計が73cmを超え、又は重量が４kgを超
える信書便物を送達する役務）」の許可証の写し

　　ウ　契約実績を確認できる契約書等の写し
　⑷　提出方法　
　　　持参とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、自動的に電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　　令和４年３月４日㈮　午後１時から午後５時まで
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　上記３により、一般競争参加入札参加資格確認申
請書を提出した者に無償で入札説明書を交付します。
また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期
間で縦覧に供します。川崎市業務委託有資格業者名
簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して
いる場合は、確認通知書と一括して自動的に電子メ
ールで配信します。

５　仕様に関する問合せ先
　⑴　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月８日㈫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
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までとします（ただし、土曜日及び日曜日を除きま
す。）。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提
出してください。

　⑷　質問受付方法　
　　　電子メールまたはＦＡＸに限ります。
　　　電子メール　71eisei＠city.kawasaki.jp
　　　FAX　044-935-3394
　⑸　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月10日㈭までに、
全社あてに電子メールまたはＦＡＸで送付します。
なお、この入札の参加資格を満たしていない者から
の質問に関しては回答しません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札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�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名及び商号又は名称を記載した封筒に封
入して持参してください。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に当該金額に課される消費税及び地方消費税に
相当する額を加算した金額をもって落札価格とし
ます。入札者は、入札に際して、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、見積
もった契約金額（履行期間中における総額）から
消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金
額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月14日㈪　午後２時00分
　　イ　入札場所　川崎市多摩区登戸1775－１
　　　　　　　　　多摩区役所１階　第１相談室
　⑶　入札書の提出方法　
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金　
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、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
る入札は無効とします。

８　契約の手続き等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和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、上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ
とができます。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　詳細は入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書の様式は、
川崎市のホームページの「入札情報かわさき」にお
いて、本件の公表情報詳細のページからダウンロー
ドできます。

　　　───────────────────
川崎市公告第434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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�多摩川丸子橋硬式野球場ほか維持管理

業務委託
　⑵　履行場所　川崎市中原区上丸子天神町地内ほか
　⑶　履行期間　�令和４年４月１日から令和５年３月15

日まで
　⑷　概　　要　�本委託は台風等の際に、多摩川丸子橋

硬式野球場等の施設を撤去または転倒
し、施設の損傷を防ぐとともに、硬式
野球場の外野芝生等の維持管理や硬式
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野球場及びその周囲の除草、及び多摩
川緑地内にある野球場等に黒土等の搬
入を行い、市民の快適な利用を図るも
のです。なお、台風等の災害等がなく
撤去・転倒する必要がない場合で作業
を行わない場合は減額変更するものと
します。

２　競争入札参加資格
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさ
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
地域区分市内で登載されている者。

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

　⑸�　令和３年・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿
の業種「樹木管理」種目「除草、せんてい等樹木管
理」で登載されている者。

３　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、次のとおり、入札
参加申込書を持参により提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒212－0051　川崎市幸区東古市場１
　　　川崎市建設緑政局緑政部多摩川管理事務所
　　　電話　044－544－6922
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　�　（土・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00分から午後５時15分まで）

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
　　�　委託仕様書、委託設計書、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、入札説明
書は「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の
場所において、「３⑵　配布・提出期間」の期間で
縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布し
ます。また、川崎市のホームページの「入札情報
かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）において、本件の公表情報詳細のペー
ジからダウンロードできます。

５　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、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１週間以内に送
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。
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　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積もった

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
してください。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に消費税及び地方消費税に相当する額（入札書
に記載した金額の10％）を加算した金額をもって
契約金額とします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月14日㈪午前10時20分
　　イ　入札場所　川崎市幸区東古市場１
　　　　　　　　　多摩川管理事務所
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価
格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価
格をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　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、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。

９　その他
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　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。
　　�　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435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２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
　　�　新型コロナウイルス感染症における検体等搬送業
務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市中原区内
　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
　　�　新型コロナウイルスに関する検体及び関連する物
品等について、区内の住宅等と中原区役所の間を搬
送する業務及び区内の医療機関と区役所の間を搬送
する業務である。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「倉庫・運送業務」種目「運
送業務」に登載されていること。

　⑷�　「民間事業者による信書の送達に関する法律」に
基づく「特定信書便事業の許可（役務の種類：長さ、
幅及び厚さの合計が73センチを超え、又は重量が４
ｋｇを超える信書便物を送達する役務）（引受けの
方法：利用者が指定する場所）」を有すること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　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
　　　〒211－8570
　　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地
　　　中原区役所衛生課　吉川担当
　　　電　話　044－744－3280

　　　ＦＡＸ　044－744－3342　
　　　Ｅ－mail　65eisei@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
　　�　令和４年２月28日㈪から令和４年３月４日㈮まで
の下記の時間。

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで。ただし、土日、祝日を除く。

　⑶　提出物
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　　�　川崎市のホームページからもダウンロードできま
す。（「入札情報かわさき」－「入札情報」の「委託」
－「入札公表・財政局」から当該案件を検索してく
ださい。）

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
４　入札説明書等の交付
　�　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３⑵
の期間で縦覧に供するとともに、希望者には無償で印
刷物を配布します。
　�　また、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」
において、本件の公表情報詳細のページからダウンロ
ードできます。
５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の
メールアドレスに令和４年３月８日㈫までに送付しま
す。
６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年３月８日㈫から令和４年３月14日㈪まで
の下記の時間。

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで。ただし、土日、祝日を除く。

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、３⑴まで持参（午前９時から正午まで及
び午後１時から午後５時まで。ただし、土日、祝日
を除く。）、ＦＡＸ番号又は電子メールアドレスあて
送付してください。
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　　�　また、「質問書」送付後、送付した旨を３⑴の担
当あて連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月16日㈬までに、
入札参加者全てにＦＡＸ又は電子メールにて回答し
ます。

８　入札の手続等　
　⑴　入札方法等
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。
　　イ　入札日時
　　　　令和４年３月18日㈮午前10時00分
　　ウ　入札場所
　　　　川崎市中原区小杉町３丁目245番地
　　　　中原区役所別館２階　健康談話室
　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
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否　
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和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。（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

10　その他　
　⑴�　契約手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び
日本国通貨に限ります。

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、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436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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　川崎市高齢者生活状況調査一部業務委託
　⑵　履行場所
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課等
　⑶　完了期限
　　　令和５年３月31日㈮限り
　⑷　業務概要
　　　仕様書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和３・４年度業務委託有資格
業者名簿の業種「その他」種目「その他」に登載さ
れていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契
約実績があること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　�川崎市役所健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サー

ビス課　小林
　　　電　話　044-200-2677（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
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　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします。（土・日・祝祭日は除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参又は郵送とします。
　　�　郵送の場合、期日までに到着するように、書留郵

便等配達の記録が残る方法で送付してください。
　　　（送付先）
　　　〒210-8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　�川崎市役所健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サー

ビス課　小林宛て
　　　※�封筒には「一般競争入札参加資格確認申請書在

中」と大きく書いてください。発送時に、郵送
にて提出する旨を⑴の問合せ先まで御連絡くだ
さい。

４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月８日㈫午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市の公式ウェブサイト
からダウンロードできます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にあります。）。

　　�　なお、川崎市の公式ウェブサイトから入手できな
い者には、申し出により無償で入札説明書を交付し
ます。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールのアドレスを登録している場合は、確
認書と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年３月10日㈭午前８時30分から令和４年３
月14日㈪午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪　全者に文書（電子メール）
にて送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、川崎市高齢者生活状況調査一部業務委

託にかかる費用の合計金額で行います。
　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して提出して
ください。

　　ウ�　入札者は税抜きの金額を入札書に記載してくだ
さい。

　⑵　入札書の提出方法、期間及び場所
　　�　入札書の提出日時　　令和４年３月22日㈫
　　　　　　　　　　　　　午前10時
　　　入札書の提出場所　　〒212-0013
　　　　　　　　　　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　　　　　　　　　　　10Ｃ会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続き等
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　�　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約を締結する者は、規則第32条の規定による契
約保証金として契約金額の10％を納入しなければな
りません。ただし、規則第33条に該当するときは、
契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」の「契約関係規定」で閲覧することができます。

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

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市の公式ウェブサイトの「入
札情報」において、本件の公表情報詳細のページか
らダウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和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。

　　　───────────────────
川崎市公告第437号
　　　入　　札　　公　　告
　「麻生区役所　施設設備運転管理および保守点検業
務」に関する一般競争入札について、次のとおり公告し
ます。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　業務名
　　　麻生区役所
　　　施設設備運転管理および保守点検業務
　⑵　履行場所
　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　　（川崎市麻生区役所）
　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　業務内容
　　　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、支社又は支店(営業所を含む)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・種目全てに登載され
ていること。

　　ア�　業種17「建物清掃等」
　　　　種目02「建築物環境測定」
　　イ�　業種19「施設維持管理」
　　　　種目01「電気・機械設備保守点検」
　　ウ�　業種19「施設維持管理」
　　　　種目02「エレベータ保守点検」
　　エ�　業種19「施設維持管理」
　　　　種目03「空調・衛生設備保守点検」
　　オ�　業種19「施設維持管理」
　　　　種目04「消火設備保守点検」
　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。

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・提出場所
　　　〒215－8570
　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　　麻生区役所　まちづくり推進部　総務課（３階）
　　　電話　　　　044－965－5108
　　　ＦＡＸ　　　044－965－5200
　　　電子メール　73soumu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
の土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から正午
まで及び午後１時から午後５時まで

　⑶　提出方法
　　　持参
４　入札説明書(業務仕様書を含む)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」の「入
札情報」で閲覧することができます。

　⑵　入札説明書の配布
　　�　３により一般競争入札参加申込書を提出した者に、
入札説明書を配布します｡ また、３⑴の場所におい
て、令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭ま
で縦覧に供します｡

５　入札説明書に関する質問等の受付
　�　質問等に関しては、令和４年３月８日㈫午後５時ま
での間、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付け
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ます。質問書の様式は特に定めません。回答について
は、令和４年３月10日㈭までに電子メール又はＦＡＸ
にて全社あて回答します。
６　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　３により一般競争入札参加申込書を提出し、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
認められたものには、令和４年３月５日㈯までに、川
崎市の令和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ＦＡ
Ｘにて交付します。
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、この入札に参加をする
ことができません｡
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き｡

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき｡

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　　持参による入札
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月14日㈪午前10時00分
　　イ　入札場所
　　　　川崎市麻生区万福寺１丁目５番１号
　　　　麻生区役所　４階　第２会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　８⑴アと同じ
　⑷　開札の場所
　　　８⑴イと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします｡ ただし、著
しく低価格の場合は、調査を行うことがあります｡

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札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」の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

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

　⑵�　詳細は、入札説明書によります｡
　⑶　関連情報を入手するための照会窓口
　　　３⑴と同じ
　⑷�　当該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、本契約に係る予算の議決
を条件とします。

　⑸�　当該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。詳しくは、川崎市契約条例、川崎市契約
規則及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
の「入札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）
に関する情報」をご確認ください。

　　　───────────────────
川崎市公告第438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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　電動式書架の保守（点検・調整）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
　　　川崎市役所第２庁舎地下１階書庫
　　　（川崎市川崎区砂子１丁目９番地３）
　⑷　委託概要
　　�　電動式書架（以下「装置」という。）が常に正常
な状態で稼動するよう、保守（点検・調整）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
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業種「その他業務」種目「その他」で登録されてい
ること。

　⑷�　過去５年間に本市又はその他官公庁若しくは民間
企業で、同等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、姥貝担当
　　　電話　044－200－2051（直通）
　⑵　配布及び提出期間
　　�　令和４年２月25日から令和４年３月４日まで（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　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３月４日午後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３月８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　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２月25日から令和４年３月４日まで（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３月８日から令和４年３月11日まで（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３月15日までに、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３月22日　午前10時
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　川崎市役所第３庁舎５階　行政不服審査会室
　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
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　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　無
　⑷　議決の要否
　　�　当該落札決定の効果は、令和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
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439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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　学校空気調和設備保守点検業務
　　　　　　　　　（Ａブロック）
　⑵　履行場所　　川崎市立学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�各学校の空気調和設備の保守点検業

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�　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」、業種「施設維持管理」種目「空調・
衛生設備保守点検」に登載されていること。

　⑷�　「官公需について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。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。
　⑹�　過去５年以内に、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�　業務に必要な有資格者（冷媒フロン類取扱技術者
及び一定の資格・十分な実務経験等を有し、かつ、
点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し
た者）を有していること。

３　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出
　�　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
参加申込書等は、川崎市ウェブサイト「入札情報」か
ら「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳
細のページからダウンロードしてください。
　⑴　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２月25日㈮～令和４年３月２日㈬　午前
９時～正午、午後１時～午後４時

　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹及び２⑺に示した資格の確認ができる書類

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。
　　　※�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　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。併せて、入
札説明資料も送付しますので必ず確認してください。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者
にはＦＡＸにより送付）

　⑵　日時
　　�　令和４年３月７日㈪までに交付
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５　仕様に関する問合せ
　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認
めた者からの質問の受付・回答方法は次のとおりです。
　⑴　受付方法
　　�　「質問書」により３⑴の電子メール又はＦＡＸ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。

　⑵　受付期間
　　�　令和４年３月７日㈪～令和４年３月８日㈫　午前
９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪までに、入札参加資格がある
と認めた者に電子メール又はＦＡＸにて回答します。

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３月18日㈮
　　　　　　　　　　　　　午前９時30分
　⑶　入札・開札の場所　　川崎区宮本町３－３
　　　　　　　　　　　　　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
　　�　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
しく低価格等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　　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

等は川崎市ウェブサイト「入札情報」から「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440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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　学校空気調和設備保守点検業務
　　　　　　　　　（Ｂブロック）
　⑵　履行場所　　川崎市立学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�各学校の空気調和設備の保守点検業

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�　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」、業種「施設維持管理」種目「空調・
衛生設備保守点検」に登載されていること。

　⑷�　「官公需について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。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。

　⑹�　過去５年以内に、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�　業務に必要な有資格者（冷媒フロン類取扱技術者
及び一定の資格・十分な実務経験等を有し、かつ、
点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し
た者）を有していること。
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３　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出
　�　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
参加申込書等は、川崎市ウェブサイト「入札情報」か
ら「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳
細のページからダウンロードしてください。
　⑴　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２月25日㈮～令和４年３月２日㈬　午前
９時～正午、午後１時～午後４時

　　�　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹及び２⑺に示した資格の確認ができる書類

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。
　　　※�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　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。併せて、入
札説明資料も送付しますので必ず確認してください。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者
にはＦＡＸにより送付）

　⑵　日時
　　�　令和４年３月７日㈪までに交付
５　仕様に関する問合せ
　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認
めた者からの質問の受付・回答方法は次のとおりです。
　⑴　受付方法
　　�　「質問書」により３⑴の電子メール又はＦＡＸ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。

　⑵　受付期間

　　　令和４年３月７日㈪～令和４年３月８日㈫
　　　午前９時～正午、午後１時～午後４時
　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪までに、入札参加資格がある
と認めた者に電子メール又はＦＡＸにて回答します。

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３月18日㈮
　　　　　　　　　　　　　午前９時30分
　⑶　入札・開札の場所　　川崎区宮本町３－３
　　　　　　　　　　　　　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
　　�　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
しく低価格等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　　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
等は川崎市ウェブサイト「入札情報」から「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
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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441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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　学校空気調和設備保守点検業務
　　　　　　　　　（Ｃブロック）
　⑵　履行場所　　�川崎市立学校
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　委託概要　　�各学校の空気調和設備の保守点検業

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�　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」、業種「施設維持管理」種目「空調・
衛生設備保守点検」に登載されていること。

　⑷�　「官公需について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。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。

　⑹�　過去５年以内に、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�　業務に必要な有資格者（冷媒フロン類取扱技術者
及び一定の資格・十分な実務経験等を有し、かつ、
点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講し
た者）を有していること。

３　一般競争入札参加申込書等の配布及び提出
　�　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
参加申込書等は、川崎市ウェブサイト「入札情報」か
ら「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳
細のページからダウンロードしてください。
　⑴　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２月25日㈮～令和４年３月２日㈬　午前
９時～正午、午後１時～午後４時

　　�　（ただし、土曜日、日曜日を除く）
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　２⑹及び２⑺に示した資格の確認ができる書類

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。
　　　※�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　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書を交付します。併せて、入
札説明資料も送付しますので必ず確認してください。
　⑴　交付方法
　　�　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名簿」
に登録されている委任先メールアドレス

　　�　（当該委任先メールアドレスを登録していない者
にはＦＡＸにより送付）

　⑵　日時
　　�　令和４年３月７日㈪までに交付
５　仕様に関する問合せ
　�　確認通知書の交付を受け、入札参加資格があると認
めた者からの質問の受付・回答方法は次のとおりです。
　⑴　受付方法
　　�　「質問書」により３⑴の電子メール又はＦＡＸ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。

　⑵　受付期間
　　�　令和４年３月７日㈪～令和４年３月８日㈫　午前
９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪までに、入札参加資格がある
と認めた者に電子メール又はＦＡＸにて回答します。

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
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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３月18日㈮　午前

９時30分
　⑶　入札・開札の場所　　川崎区宮本町３－３
　　　　　　　　　　　　　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
　　�　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
しく低価格等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　　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
等は川崎市ウェブサイト「入札情報」から「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442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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

競争入札に
付する事項

件　　名 川崎市立看護大学除草等業務

履行場所 川崎市幸区小倉４丁目30番１号　川崎市立看護大学

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�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」種目「除草、せんてい等樹木
管理」で登録されている者。
⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑹　平成29年４月１日以降に、本市または他の官公庁、民間企業等と類似業務の契約実績があること。

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丁目30番１号）
電話番号　044－587－3500

入札日時等 入札予定日時：令和４年３月14日㈪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
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そ の 他
・�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443号
　　　入　　札　　公　　告
　川崎区役所大師支所内照明器具ＰＣＢ含有調査業務委
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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　川崎区役所大師支所内照明器具ＰＣＢ含有調査業
務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区役所大師支所
　　　川崎市川崎区東門前２－１－１
　⑶　履行期限
　　　契約締結日から令和４年６月30日まで
　⑷　調達概要
　　　別紙委託業務仕様書による
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　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・種目に登載されてい
ること。

　　　業種　20「調査・測定」
　　　種目99「その他の調査・測定」
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
　　　〒210－0812
　　　川崎市川崎区東門前２－１－１
　　　川崎区役所大師支所２階
　　　電　話：044－271－0136
　　　ＦＡＸ：044－271－0124
　　　E-Mai l：61daiku@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間

　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭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
　　　競争入札参加申込書
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
２月25日㈮から令和４年３月３日㈭までの下記の時間、
縦覧に供します。
　�　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。
　�　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、審査の結果、入札参
加資格があると認められた者には、令和４年３月７日
㈪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３月７日㈪　
　　�　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３月７日及び令和４年３月８日の下記の
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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に記載
の受付に直接持参するか、ＦＡＸ番号又は電子メー
ルアドレス宛て送付してください。

　　�　また、ＦＡＸ・電子メールで質問する場合は、「質
問書」を送信した旨を３⑴記載の電話番号宛て連絡
してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、３⑴の場所において、令和
４年３月10日㈭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３月10日㈭午後５時までに、競争参加資格確認通
知書の交付を受けた者（審査の結果、入札参加資格
があると認められなかった者を除く。）へＦＡＸ又
は電子メールにて送付します。

７　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等について虚偽の記載をした
とき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　　持参による入札とします。
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月14日㈪　午前11時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東門前２－１－１
　　　　川崎区役所大師支所２階会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　開札の日時
　　　８⑴アと同じ
　⑷　開札の場所
　　　８⑴イと同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　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�　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444号
　委託契約に関する一般競争入札について次のとおり公
告します。
　　令和４年２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
　　�　子ども・子育て支援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
　　�　こども未来局子育て推進部保育対策課その他川崎
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　委託内容
　　�　保育所入所や幼稚園の利用開始等に伴い発生する
市民向け各種帳票の作成、封入封緘及び発送業務
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２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市 ｢業務
委託有資格業者名簿｣の業種「その他業務」種目「そ
の他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去５年間に国または地方公共団体において、帳
票印刷及び封入封緘業務についての類似実績がある
こと。なお、契約実績については、１回の処理が
５万件以上の処理を行った作業実績があること。

３　仕様書等の配布・閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　閲覧場所
　　ア　窓口での閲覧
　　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５－４
　　　　川崎市役所第３庁舎　14階
　　　　こども未来局子育て推進部保育対策課
　　　　担当　一木・上岡
　　　　電話：044－200－3727
　　イ　インターネットでの閲覧
　　　�　川崎市ホームページ「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） の 委
託の欄の「財政局入札公表」から閲覧及びダウン
ロードすることが可能です。

　⑵　窓口での閲覧期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
（土、日及び祝日を除く

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時
まで）

４　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書及び２⑷の契約実績を証する書類（契約書の
写し等）を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区東田町５－４
　　　川崎市役所第３庁舎　14階
　　　こども未来局子育て推進部保育対策課
　　　担当　一木・上岡
　　　電話：044－200－3727
　　　E-mail：45taisak@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスによる問合せ等を行
う場合は、メールの着信の確認を電話にて行ってく
ださい。）　

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
（土、日及び祝日を除く

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時
まで）

　⑶　提出物
　　ア　競争参加申込書
　　　�　川崎市ホームページ「入札情報」（http://

www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） の 委
託の欄の「財政局入札公表」からダウンロードす
ることが可能です。

　　　�　ダウンロード出来ない場合は、４⑴の場所で４
⑵の期間に配布します。）

　　イ　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
５�　一般競争入札参加確認通知書の交付及び入札説明書
等の交付
　�　競争参加申込書を提出した者には、本市による提出
物・資格等の審査の上、次により競争参加資格確認通
知書及び入札説明書を交付します。ただし、川崎市 ｢
業務委託有資格業者名簿｣ へ登載した際に電子メール
のアドレスを登載している場合は、電子メールで一般
競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書を送付し
ます。
　⑴　場所
　　　４⑴に同じ
　⑵　日時
　　�　令和４年３月４日㈮午前９時から正午まで及び午
後１時から午後４時まで

　　�　また、入札説明書等は４⑴の場所において４⑵の
期間縦覧に供します（土・日及び祝日を除く午前９
時から正午まで及び午後１時から午後４時まで）。

６　仕様に関する問合せ
　⑴　場所
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ期間
　　�　令和４年３月４日㈮から令和４年３月７日㈪まで
（午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時
まで）

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の質問書を使用し、４⑴のメー
ルアドレスあてに開封確認付きの電子メールにて送
信してください。また、メール送信後にメールで送
信した旨を４⑴の担当あて連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書で入札参加資格
があると認められたすべての者に対し、令和４年３
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月９日㈬までに電子メールにて送付します。
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争参加申込書その他の提出書類に虚偽の記載を
したとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札金額・方法等
　　ア�　入札は、上記１⑴の契約金総額で行います。
　　イ�　落札決定にあたっては、「川崎市競争入札参加

者心得」第３条第２項の規定に関わらず、入札書
に記載された金額に当該金額に課される消費税及
び地方消費税に相当する額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数があるときは、その端数を
切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、
入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか
免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額
を除いた金額を入札書に記載してください。

　　ウ�　入札書には、住所、商号又は名称、代表者の役
職及び氏名を明示し、本市の業者登録に使用した
印鑑による押印及び封印をしてください。

　　エ�　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい
る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく
ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、
当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること
はできません。

　⑵　入札･開札の場所及び日時

　　ア　場所　川崎市川崎区東田町５－４
　　　　　　　川崎市役所第３庁舎13階　会議室
　　イ　日時　令和４年３月11日㈮　午後２時30分
　　なお、郵送による入札については認めません。
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則（昭和39年４月１日川崎市規則第
28号）第14条の規定に基づいて作成した予定価格の
範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を
落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、
調査を行うことがあります。

　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　契約の手続き等

　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　�　入札後速やかに契約書を作成することを要します。
　　�　また、この委託契約に関する詳細なスケジュール
及び必要となる様式について、川崎市の指示に基づ
き速やかに提出することを要します。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の契約
関係規程において閲覧することができます。

　⑷　落札決定の効果
　　�　当該落札決定の効果は、令和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�　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　その他問い合わせ窓口は上記４⑴に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告第445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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　
　　�　認知症地域支援推進員用パーソナルコンピュータ
等の賃貸借及び保守

　⑵　履行場所　
　　�　各区役所地域みまもり支援センター地域支援課　
地域サポート係

　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（60
か月）

　⑷　調達物品の概要　
　　�　調達仕様書によります。
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�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日 川 崎 市 公 報

－1512－

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「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」に登録されていること。

　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。

　⑸�　この調達物品を契約締結後確実かつ速やかに納入
することができること。

　⑹�　この調達物品の納入後アフターサービスを本市の
求めに応じて速やかに提供できること。

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書及び上記「２⑷」を証明する
書類（写し可）を提出しなければなりません。
　�　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２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　�　午前９時から午後５時までとします。　（ただし
正午～午後１時を除く）

　⑶　提出方法
　　　持参に限る。
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３月８日㈫
　　�　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
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３月８日㈫から令和４年３月10日㈭午後
５時までとします。　

　⑶　質問方法　
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により３⑴
の問合せ先まで電子メールで提出してください。

　⑷　質問に対する回答　
　　�　令和４年３月14日㈪までに、入札参加資格がある
と認められる者に対し、電子メールにて回答します。　

６　カタログの提出について
　�　この入札の参加者は、納入する物品の商品説明書（カ
タログ等）を令和４年３月17日㈭午後５時までに３⑴
の場所に提出しなければなりません。また、競争入札
参加者は開札日の前日までの間において、本市から該
当書類に関し説明を求められたときには、これに応じ
なければなりません。
７　競争入札参加資格の喪失　
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参
加資格を喪失します。　
　⑴�　開札前に上記２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　入札方法　
　　�　５年のリース総額（税抜き）を入札金額として行
います。契約希望金額から消費税及び地方消費税に
相当する金額を除いた金額を入札書に記入してくだ
さい。なお、詳細は入札説明書によります。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　　令和４年３月22日㈫　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
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予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等　
　�　次により、契約を締結します。　
　⑴　契約保証金　
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否　
　　　必要とします。　
　⑶　契約条項等の閲覧　
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市の公式ウェブサイトの
「入札情報かわさき」の「入札情報」の「契約関係
規定」で閲覧することができます。

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

　⑵�　この契約の詳細は、入札説明書によります。　
　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとする。

　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446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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　シニア世代の情報誌「楽笑」作成業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から令和５年３月31日㈮まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。

　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「その他業務」種目「印刷
物のデザイン」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契
約実績があること。

　⑸�　次のア又はイのいずれかにより校正作業に従事す
る職員が２名以上いることが確認できること。

　　ア�　入札期日において、校正作業に従事する職員の
雇用が確認できること。

　　イ�　過去２年間で校正作業の再委託実績が確認でき
ること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書
類、２⑸アに該当する場合は雇用契約書、労働条件通
知書、労働保険等資格取得届（資格取得日の記載、担
当行政庁の受領印のあるもの）、健康保険証（事業所
名称の記載のあるもの）、給与所得の源泉徴収票（最
新年）のいずれか、２⑸イに該当する場合は再委託の
実績を証する書類（契約書等）を提出しなければなり
ません。なお、再委託実績を証する書類を提出される
場合は、実績の有無を確認するため、再委託先のメー
ルアドレス及び担当者名も併せて提供することとしま
す。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西館10階
　　　�健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　植

田
　　　電　話　044-200-2680（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします（土・日曜日は除く）。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
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している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月８日㈫午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。なお、イン
ターネットから入手できない者には、申し出により
無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託有
資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレス
を登録している場合は、確認書と一括して自動的に
電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮午前８時30分から令和４年３
月10日㈭午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪　全社に文書（電子メール）
にて送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、シニア世代の情報誌「楽笑」作成業務

にかかる費用の合計金額で行います。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し
た金額でもって契約金額とするので、入札者は税
抜きの金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月16日㈬　午前11時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒212-0013
　　　　幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア西館10階10Ｅ会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

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

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報」において、本件の公表情報詳細のページからダ
ウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和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
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します。
　　　───────────────────
川崎市公告第447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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　業務名
　　久地特別緑地保全地区保全管理計画更新業務委託
２　履行期間
　　令和４年４月１日から令和５年３月１日まで
３　履行場所
　　久地特別緑地保全地区内
　　（川崎市高津区久地543- ９ほか）
４　業務概要
　⑴　業務目的
　　�　本委託は、久地特別緑地保全地区において、将来
的に良好な樹林地として保全していくために、動植
物の基礎調査や市民団体等とのワークショップ等を
行い、保全管理計画の更新を行うものである。

　⑵　業務内容
　　ア　計画準備
　　イ　資料収集整理
　　ウ　現地調査
　　　ア　植生調査（春季想定）
　　　イ　鳥類、昆虫類（春季想定）
　　エ　ワークショップの運営・進行
　　オ　計画更新（成果品作成）
　　カ　報告書作成
　　キ　協議打合せ
５　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加することができる者は、次に掲げる
要件を備えた者とする。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中または川崎市競争入札参加資格者指名停止等要
綱による指名停止期間中の者でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種
目「建設環境」で搭載されていること。

　⑶�　一般財団法人自然環境研究センターが実施する生
物分類技能検定の１級登録者（有効期限内、登録内
容が植物部門）を従事者の中に配置することができ
ること。

　⑷　法人であること。
　⑸�　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規
定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない
ことまたは民事再生法（平成11年法律第225号）第
21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ
ていないこと。

　⑹�　過去５年以内に本業務に類似する計画策定及びワ
ークショップに係る業務実績を有すること。

６　担当部局
　　川崎市建設緑政局緑政部みどりの協働推進課
　　〒210-0007　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　川崎駅前タワー・リバーク17階
　　電話　　044-200-2365（直通）
　　ＦＡＸ　044-200-3973
　　電子メール　53mikyo@city.kawasaki.jp
７�　一般競争入札参加資格確認申請書及び委託仕様書の
配布等
　⑴　配布期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
の午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から
午後１時までを除く。）

　⑵　配布場所
　　�　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ
ウンロード

　⑶　参加資格確認申請書提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
の午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から
午後１時までを除く。）

　⑷　提出先
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑸　提出方法
　　　持参または郵送にて提出すること。
　⑹　提出書類
　　　次の書類を１部ずつ提出すること。
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ�　５⑵の登録を証明できる資料（登録証明書の写

し等）
　　ウ　５⑹の内容を確認できる資料（契約書の写し等）
８　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　７により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出
した者には、次により、一般競争入札参加資格確認通
知書を交付する。なお、川崎市業務委託有資格業者名
簿に登載した際に電子メールのアドレスを登録してい
る場合には、当該アドレス宛て送付する。電子メール
のアドレスを登録していない場合、直接受取りに来る
こと。
　⑴　交付日
　　　令和４年３月８日㈫
　　�　直接受取りに来る場合、午前９時から午後５時ま
で（正午から午後１時までを除く。）

　⑵　交付場所（受取りの場合）
　　　「６　担当部局」のとおり
９　質問書の配布・提出・回答
　⑴　配布場所
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　　�　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」からダ
ウンロード

　⑵　質問先
　　　「６　担当部局」のとおり
　⑶　質問期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月11日㈮まで
の午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から
午後１時までを除く。）

　⑷　回答方法
　　�　川崎市業務委託有資格業者名簿に登載した際に電
子メールのアドレスを登録している場合には、当該
アドレス宛て送付する。電子メールのアドレスを登
録していない場合、直接受取りに来ること。

　　ア　交付日
　　　　令和４年３月14日㈪
　　　�　直接受取りに来る場合、午前９時から午後５時

まで（正午から午後１時までを除く。）
　　イ　交付場所（受取りの場合）
　　　　「６　担当部局」のとおり
10　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失する。
　⑴�　開札前に、上記５の各号のいずれかの条件を欠い
たとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
に、虚偽の記載をしたとき。

11　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は総価で行う。入札者は見積もった契約金

額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す
ること。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行う。入札書を入
札件名が記載された封筒に封印して持参すること。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税額及び地方消費税額に相当する額（入
札書に記載した金額の10％）を加算した金額をも
って契約金額とする。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　
　　　　令和４年３月24日㈮午前10時00分
　　イ　入札場所　
　　　　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　　　川崎駅前タワー・リバーク17階
　　　　建設緑政局会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参に限る。
　⑷　入札保証金
　　　免除とする。

　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格
をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格
をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とする。

12　契約の手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとする。
　　ア�　川崎市契約規則第33条の各号に該当する場合は

免除とする。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入するこ

と。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とする。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」に
おいて閲覧できる。

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

　⑵�　書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業
者の負担とする。

　⑶�　当該落札決定の効果は、令和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448号
　川崎都市計画特別緑地保全地区の決定案について、都
市計画法（昭和43年法律第100号）第17条第１項の規定
により、次のとおり公告し、この案を公衆の縦覧に供し
ます。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　　川崎都市計画特別緑地保全地区の決定
　　（王禅寺東５丁目特別緑地保全地区）
２　都市計画を定める土地の区域
　⑴　追加する部分
　　　川崎市　麻生区　王禅寺東５丁目地内
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
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　　　なし
３　縦覧場所
　　麻生区役所２階情報コーナー
　　（川崎市麻生区万福寺１－５－１）
４　縦覧期間
　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月11日㈮まで
　　　───────────────────
川崎市公告第449号
　川崎都市計画特別緑地保全地区の変更案について、都
市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項におい
て準用する同法第17条第１項の規定により、次のとおり
公告し、この案を公衆の縦覧に供します。
　なお、この都市計画案について、縦覧期間満了の日ま
でに川崎市に意見書を提出することができます。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　都市計画の種類及び名称
　�　川崎都市計画特別緑地保全地区の変更（岡上梨子ノ
木特別緑地保全地区ほか２地区）
２　都市計画を定める土地の区域
　岡上梨子ノ木特別緑地保全地区
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　麻生区　岡上地内
　西黒川特別緑地保全地区
　⑴　追加する部分
　　　　なし
　⑵　削除する部分
　　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　麻生区　黒川地内
　電車山特別緑地保全地区
　⑴　追加する部分
　　　なし
　⑵　削除する部分　
　　　なし
　⑶　変更する部分
　　　川崎市　麻生区　栗木台２丁目地内
３　縦覧場所
　　麻生区役所２階情報コーナー
　　（川崎市麻生区万福寺１－５－１）
４　縦覧期間
　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月11日㈮まで
　　　───────────────────
川崎市公告第450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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　第34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模
原大会参加にかかる選手派遣業務委託

　⑵　履行場所
　　�　健康福祉局高齢者在宅サービス課、川崎市内、大
会開催地等

　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
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿のうち、次の業種及び種目に登載
されていること。

業種 種目
その他業務 イベント

　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年間で地方公共団体において、スポーツ、
健康づくり又は高齢者の社会活動推進に係るイベン
トの企画運営や事務・業務を受託した契約実績があ
ること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書、過去５年間で地方公共団体
において、スポーツ、健康づくり又は高齢者の社会活
動推進に係るイベントの企画運営や事務・業務を受託
した契約実績が分かる書類を提出しなければなりませ
ん。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
　　　小林
　　　電　話　044-200-0073（直通）
　　　ＦＡＸ　044-200-3926
　　　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
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の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
15分までとします。（土・日曜日及び祝祭日は除く。）

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　�　令和４年３月８日㈫午前８時30分から正午まで及び
午後１時から午後５時15分まで
　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、インターネットからダウン
ロードできます（「入札情報かわさき」の「入札情報」
の委託の「入札公表」の中にあります。）。なお、イ
ンターネットから入手できない者には、申し出によ
り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ
スを登録している場合は、確認書と一括して自動的
に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月９日㈬まで
の午前８時30分から午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月11日㈮　全社に文書（電子メール）
にて送付します。

　⑹　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
には、FAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
６　競争入札参加資格の喪失

　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、第34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・

川崎・相模原大会参加にかかる川崎市選手団選手
派遣業務委託に係る費用の合計金額で行います。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に
相当する額を加算した金額でもって落札価格とす
るので、入札者は見積もった契約金額の110分の
100に相当する金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月15日㈫　午後２時00分
　　イ　入札場所　
　　　　〒212-0013
　　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　　ソリッドスクエア東館10階　E1008会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続き等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　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
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　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札
情報」の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

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

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶　関連情報を入手するための窓口　３⑴に同じ
　⑷�　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の
質問書の様式は、川崎市のホームページの「入札情
報」において、本件の公表情報詳細のページからダ
ウンロードできます。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和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。

　　　───────────────────
川崎市公告第451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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センターかわるんパーク

トイレ点検清掃業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和５年３

月31日㈮まで
　⑷　業務概要　　�王禅寺処理センターかわるんパーク

に設置されている公衆トイレを正常
に維持するために必要な点検清掃を
実施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　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。

　⑷�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
地域区分「市内」で登録されている者。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ
ること。

　⑹�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
トイレ等点検清掃業務の契約実績を有すること。

　⑺�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑹　の書類を提出してくださ
い。また、競争参加申込書にて一部再委託を申請する
場合は再委託確認書を提出してください。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　�　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　　�　王禅寺処理センター　技術係　杉山、鈴木、山口
　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314
　　　※�競争入札参加申込書及び再委託確認書について

は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」
よりダウンロードできます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　�　９時から17時（日曜日及び12時から13時までの間
は除く）

　⑶　提出方法
　　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑹の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ�　上記２⑺の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を令和４年３月11日㈮に交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで配信します。電子メールアドレスを登録してい
ない場合は、次のとおり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月11日㈮９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年３月11日㈮から令和４年３月16日㈬まで
　　�　９時から17時（持参する場合、日曜日及び12時か
ら13時までの間は除く）

　⑵　質問書の様式　
　　�　配布する「質問書」の様式により提出してくださ
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い。
　⑶　質問受付方法
　　　ア　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　　　イ　ＦＡＸ　　　044－951－0314
　　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月24日㈭に全社に文書（電子メールま
たはＦＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月28日㈪10時00
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市麻生区王禅寺1285番
地　　　　　

　　　　　　　　　　　　　�王禅寺処理センター　３階
会議室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし
ます。）

　⑸　入札保証金　　　　　�免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の制限の範囲内で、最
低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者
のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者
とします。

　⑺　再度入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再度入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、
再度入札に参加の意思がな
いものとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入 札 情 報 か わ さ き き
（h t t p s : / / www . c i t y .
kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」
から閲覧できます。

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。　

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和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452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　２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　　
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センター資源化処理施設

及びかわるんパーク外構植栽管理業
務委託

　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　⑶　履行期間　　�令和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、王禅寺処理センター資源

化処理施設及びかわるんパークの外
構植栽を適切に維持するために必要
な管理を実施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」
で登録されていること。

　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２年間に本市、他官公庁又は民間において、
植栽管理業務の契約実績を有すること。
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　⑺�　刈払機取扱作業者を配置できること。
　⑻�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び現場説明希
望調査票の配布、提出、仕様書閲覧及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑹、⑺が確認できる書類を提
出してください。また、競争参加申込書にて一部再委
託を申請する場合は再委託確認書を、現場説明を希望
する場合は現場説明希望調査票をそれぞれ提出してく
ださい。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　〒215－0013
　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　　　王禅寺処理センター
　　　技術係　渡邊、秋山、山口
　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314
　　　※�競争入札参加申込書、再委託確認書及び現場説

明希望調査票については、川崎市ホームページ
「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
　　�　９時から17時まで（日曜日及び12時から13時まで
の間は除く）

　⑶　提出方法　　
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑹の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑺アの資格証の写し
　　ウ�　上記２⑻の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
　　エ　現場説明希望調査票（現場説明を希望する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月15日㈫に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月15日㈫９時から17時ま

で（12時から13時の間は除く）

５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年３月15日㈫から令和４年３月18日㈮まで
　　�　９時から17時まで（持参する場合、12時から13時
までの間は除く）

　⑵　質問書の様式
　　�　配布する「質問書」の様式により提出してくださ
い。

　⑶　質問受付方法
　　�　電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。
　　ア　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－951－0314
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法　　　　
　　�　令和４年３月25日㈮に全社に文書（電子メールま
たはＦＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　現場説明
　�　競争入札参加資格を有すると認められ、且つ現場説
明を希望された業者については、次により現場説明を
実施します。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月15日㈫から令和４年３月18日㈮まで
の期間で、本市が指定する日時。

　⑵　集合場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑶　所要時間
　　�　現場説明は１社ごとに行い、各社１時間程度を予
定しています。

８　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月29日㈫10時30
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市麻生区王禅寺1285番
地

　　　　　　　　　　　　　�王禅寺処理センター　３階
会議室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし
ます）

　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規
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定に基づいて作成した予定
価格の制限の範囲内で、最
低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者
のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者
とします。

　⑺　再度入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再度入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、
再度入札に参加の意思がな
いものとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　要（10％）
　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、
入札情報かわさき（https://
www . c i t y . k aw a s a k i .
jp/233300/index.html） の
「契約関係規定」から閲覧
できます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和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453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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センター煙突設備点検清

掃業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　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　業務概要　　�王禅寺処理センターに設置されてい

る煙突設備の機能を正常に維持する

ために必要な点検清掃を実施するも
のである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」
で登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
煙突設備点検清掃業務の契約実績を有すること。

　⑸�　業務に必要な次の有資格者及び技術者を配置でき
ること。

　　ア　ゴンドラ取扱業務特別教育修了者
　　イ　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者
　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑷⑸の書類を提出してくださ
い。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申請
する場合は、再委託確認書を提出してください。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　
　　　環境局施設部王禅寺処理センター
　　　担当　白木、渡邊、山口
　　　電話　044－966－6135
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭９時
から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時までを除く。）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の資格証の写し
　　ウ　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
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　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月10日㈭までに全社に配信します。
電子メールアドレスを登録していない場合は、次のと
おり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月10日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時までを除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年３月10日㈭９時から令和４年３月14日㈪
17時まで

　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
　　　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月18日㈮
　　�　全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付しま
す。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は ｢川崎市競争入札参加者心得｣ に基づいて
行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月24日㈭　11時
　　イ　入札場所　�環境局施設部王禅寺処理センター　

３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　参加資格の確認
　　�　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。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑹　入札の実施

　　�　入札は、所定の入札書に必要な事項を記載し、入
札件名を記載した封筒に封入して提出してください。

　⑺　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が
ないものとみなします。）

　⑻　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制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。

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

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　　詳細は入札説明書によります。
　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454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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センター高圧電気設備保

守点検業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日㈮から令和４年７

月29日㈮まで
　⑷　業務概要　　�本業務は、王禅寺処理センターに設

置されている電気工作物を、電気事
業法第39条経済産業省令で定める技
術基準並びに電気事業法第42条に基
づき定めた保安規程に沿って、適正
に維持管理するために必要な保守点
検を実施するものである。
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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「施設維持管理」、種目「電気・機械設備保守
点検」で登録されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
高圧電気設備保守点検業務の契約実績を有すること。

　⑸�　業務に必要な次の有資格者及び技術者を配置でき
ること。　　

　　ア　第１種電気工事士
　　イ　酸素欠乏危険作業主任者
　⑹　�業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一
部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出
すること。

３�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び現場説明希
望調査票の配布、提出、仕様書閲覧及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑷、⑸が確認できる書類を提
出して下さい。また、競争参加申込書にて一部再委託
を申請する場合は再委託確認書を、現場説明を希望す
る場合は現場説明希望調査票をそれぞれ提出してくだ
さい。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　〒215－0013
　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　　　王禅寺処理センター
　　　技術係　谷井、杉山、山口、白木
　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314
　　　※�競争入札参加申込書、再委託確認書及び現場説

明希望調査票については、川崎市ホームページ
「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
　　�　９時から17時まで（日曜日及び12時から13時まで
の間は除く）

　⑶　提出方法　　
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸ア及びイの資格証の写し
　　ウ�　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
　　エ　現場説明希望調査票（現場説明を希望する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月15日㈫に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月15日㈫９時から17時ま

で（12時から13時の間は除く）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　　令和４年３月15日㈫から令和４年３月18日㈮まで
　　�　９時から17時まで（持参する場合、12時から13時
までの間は除く）

　⑵　質問書の様式　
　　�　配布する「質問書」の様式により提出してくださ
い。

　⑶　質問受付方法
　　電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。
　　　ア　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　　　イ　ＦＡＸ　　　044－951－0314
　　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法　　　　
　　�　令和４年３月25日㈮に全社に文書（電子メールま
たはＦＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　現場説明
　�　競争入札参加資格を有すると認められ、且つ現場説
明を希望された業者については、次により現場説明を
実施します。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月15日㈫から令和４年３月18日㈮まで
の期間で、本市が指定する日時。

　⑵　集合場所
　　�　上記３⑴に同じ
　⑶　所要時間
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　　�　現場説明は１社ごとに行い、各社１時間程度を予
定しています。

８　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月29日㈫14時00
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市麻生区王禅寺1285番
地

　　　　　　　　　　　　　�王禅寺処理センター　３階
会議室

　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし
ます）

　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の範囲内で、最低の価
格をもって入札を行った者
を落札者とします。

　⑺　再度入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再度入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、
再度入札に参加の意思がな
いものとみなします。）

　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　免除
　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、
入札情報かわさき（https://
www . c i t y . k aw a s a k i .
jp/233300/index.html） の
「契約関係規定」から閲覧
できます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和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455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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センター排水処理設備点

検整備業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和４年７月

29日まで
　⑷　業務概要　　�本業務は、王禅寺処理センターに設

置されている排水処理設備の機能を
正常に維持するために必要な点検整
備を実施するものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　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」で搭載されていること。

　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」で搭載されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ
ること。

　⑹�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
排水処理設備点検整備業務又は槽点検清掃業務の契
約実績を有すること。

　⑺�　酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を配置できる
こと。

　⑻�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑹⑺の書類を提出してくださ
い。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申請
する場合は、再委託確認書を提出してください。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　
　　　環境局施設部王禅寺処理センター
　　　担当　白木、渡邊、山口
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　　　電話　044－966－6135
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭９時
から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時までを除く。）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑹の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑺の資格証の写し
　　ウ　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月10日㈭までに全社に配信します。
電子メールアドレスを登録していない場合は、次のと
おり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月10日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時までを除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年３月10日㈭９時から令和４年３月14日㈪
17時まで

　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
　　　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月18日㈮
　　�　全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付しま
す。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は ｢川崎市競争入札参加者心得｣ に基づいて
行うものとします。

　⑵�　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月24日㈭　10時
　　イ　入札場所　�環境局施設部王禅寺処理センター　

３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　参加資格の確認
　　�　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。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑹　入札の実施
　　�　入札は、所定の入札書に必要な事項を記載し、入
札件名を記載した封筒に封入して提出してください。

　⑺　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が
ないものとみなします。）

　⑻　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制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。

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

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶�　詳細は入札説明書によります。
　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456号
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　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センター煙道設備等点検

清掃業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285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　　�王禅寺処理センターの焼却炉内、煙

道設備等の機能を正常に維持するた
めに必要な点検清掃を実施するもの
である。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「施設維持管理」種目「その他の施設維持管理」
で登載されていること。

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

　⑸�　業務に必要な次の有資格者及び技術者を配置でき
ること。

　　ア　足場の組立て等作業主任者
　　イ　ダイオキシン類作業従事者特別教育修了者
　⑹�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書閲覧及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑷⑸の書類を提出してくださ
い。また、競争入札参加申込書にて一部再委託を申請
する場合は、再委託確認書を提出してください。
⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　川崎市麻生区王禅寺1285番地　
　　環境局施設部王禅寺処理センター
　　担当　白木、渡邊、山口
　　電話　044－966－6135
　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホームペ

ージ「入札情報かわさき」よりダウンロードでき
ます。

　⑵　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭９時
から17時まで

　　�　（日曜日及び12時から13時までを除く。）
　⑶　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸の資格証の写し
　　ウ　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月10日㈭までに全社に配信します。
電子メールアドレスを登録していない場合は、次のと
おり受け取りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月10日㈭９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時までを除く。）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年３月10日㈭９時から令和４年３月14日㈪
17時まで

　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
　　　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　⑷　回答方法
　　　令和４年３月18日㈮
　　�　全ての競争入札参加者へ電子メールにて送付しま
す。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は ｢川崎市競争入札参加者心得｣ に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月24日㈭　11時30分
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　　イ　入札場所　�環境局施設部王禅寺処理センター
　　　　　　　　　３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　参加資格の確認
　　�　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。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑹　入札の実施
　　�　入札は、所定の入札書に必要な事項を記載し、入
札件名を記載した封筒に封入して提出してください。

　⑺　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意思が
ないものとみなします。）

　⑻　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制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。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　必要とします。（10％）
　　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第

33条各号に該当する場合は
免除とします。　

　⑵　契約書の作成　　　　必要とします。
　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、
入札情報かわさきの「契約
関係規定」から閲覧できま
す。（https://www.city.
kawasaki.jp/233300/index.
html）

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　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457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　２月25日

　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センターごみ焼却施設外

構植栽管理業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　⑶　履行期間　　�令和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、王禅寺処理センターごみ

焼却施設の外構、屋上及び壁面等の
植栽について、周辺自然環境との調
和を図り、質の高い緑を維持してい
くために適切な育成管理を実施する
ものである。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」
で搭載されていること。

　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」で搭載されていること。

　⑸�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」第２条第１項各号による中小企業者であ
ること。

　⑹�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
植栽管理業務の契約実績を有すること。

　⑺�　植栽管理業務委託に必要な有資格者及び技術者を
配置できること。　　

　　�　なお、必要な有資格者及び技術者は次のとおりと
する。

　　ア　刈払機取扱作業者
　　イ�　高所作業車運転の特別教育又は技能講習の修了

者
　⑻�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書、再委託確認書及び現場説明希
望調査票の配布、提出、仕様書閲覧及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２の⑷、⑸が確認できる書類を提
出して下さい。また、競争参加申込書にて一部再委託
を申請する場合は再委託確認書を、現場説明を希望す
る場合は現場説明希望調査票をそれぞれ提出してくだ
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さい。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　　〒215－0013
　　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　　　王禅寺処理センター
　　　技術係　谷井、渡邊、山口、杉山
　　　電話　044－966－6135　ＦＡＸ　044－951－0314
　　　※�競争入札参加申込書、再委託確認書及び現場説

明希望調査票については、川崎市ホームページ
「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
　　�　９時から17時まで（日曜日及び12時から13時まで
の間は除く）

　⑶　提出方法　　
　　　持参（持参以外は無効とします）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　上記２⑸ア及びイの資格証の写し
　　ウ�　上記２⑹の再委託確認書（一部再委託を申請す

る場合）
　　エ　現場説明希望調査票（現場説明を希望する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月15日㈫に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月15日㈫９時から17時ま

で（12時から13時の間は除く）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年３月15日㈫から令和４年３月18日㈮まで
　　�　９時から17時まで（持参する場合、12時から13時
までの間は除く）

　⑵　質問書の様式　
　　�　配布する「質問書」の様式により提出してくださ
い。

　⑶　質問受付方法
　　　電子メール、ＦＡＸまたは持参によります。
　　ア　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－951－0314

　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法　　　　
　　�　令和４年３月25日㈮に全社に文書（電子メールま
たはＦＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　現場説明
　�　競争入札参加資格を有すると認められ、且つ現場説
明を希望された業者については、次により現場説明を
実施します。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月15日㈫から令和４年３月18日㈮まで
の期間で、本市が指定する日時。

　⑵　集合場所
　　　上記３⑴に同じ
　⑶　所要時間
　　�　現場説明は１社ごとに行い、各社１時間程度を予
定しています。

８　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　　�令和４年３月29日㈫10時00
分

　⑶　入札・開札の場所　　�川崎市麻生区王禅寺1285番
地

　　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター
　　　　　　　　　　　　　３階会議室
　⑷　入札書の提出方法　　�持参（持参以外は無効とし

ます）
　⑸　入札保証金　　　　　免除
　⑹　落札者の決定方法　　�川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定
価格の制限の範囲内で、最
低制限価格以上の価格をも
って有効な入札を行った者
のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者
とします。

　⑺　再度入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直
ちに再度入札を行います。
（開札に立ち会わない者は、
再度入札に参加の意思がな
いものとみなします。）
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　⑻　入札の無効　　　　　�川崎市競争入札参加者心得
で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　　要（10％）　
　　　　　　　　　　　　　※�ただし、川崎市契約規則

第33条各号に該当する場
合は　免除いたします。

　⑵　契約書の作成　　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　　�川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、
入札情報かわさき（https://
www . c i t y . k aw a s a k i .
jp/233300/index.html） の
「契約関係規定」から閲覧
できます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　⑷�　当該落札決定の効果は、令和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458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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�王禅寺処理センター排ガス計保守点

検業務委託
　⑵　履行場所　　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　⑶　履行期間　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�王禅寺処理センターに設置されてい

る塩化水素濃度計（ＨＣＬ）、煙道
排ガス分析装置（ＮＯｘ、ＳＯ２、
ＣＯ、Ｏ２）及び酸素濃度計（Ｏ２）
の機能を正常に維持するために必要
な保守点検。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点
検」に登載されていること。

　⑷�　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、
排ガス計保守点検業務の契約実績を有すること。た
だし民間実績については、同等の契約実績を有する
こと。

　⑸�　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託
しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部
再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する
こと。

３�　競争入札参加申込書及び再委託確認書の配布、提出、
仕様書閲覧及び問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札
参加申込書及び上記２⑷の契約実績を確認できる書類
を提出してください。また、競争入札参加申込書にて
一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出し
てください。
　⑴　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先
　　�　川崎市麻生区王禅寺1285番地
　　　王禅寺処理センター　地下１階
　　　環境局施設部王禅寺処理センター
　　　技術係　大下、山口、鈴木
　　　電話　044－966－6135
　　　※�競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード
できます。

　⑵　配布・提出・仕様書閲覧期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭９時
から17時まで

　　　（日曜日及び12時から13時の間は除く）
　⑶　提出方法　持参（持参以外は無効とする）
　⑷　提出書類
　　ア�　上記２⑷の契約内容を確認できる契約書等の写

し
　　イ　再委託確認書（一部再委託を申請する場合）
４�　競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の
交付
　�　競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格が
あると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等
を交付します。
　�　なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際
に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メ
ールで令和４年３月11日㈮に配信します。電子メール
アドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取
りに来てください。
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　⑴　交付場所　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時　　�令和４年３月11日㈮９時から17時ま

で
　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く）
５　質問書の受付・回答
　⑴　質問受付日
　　�　令和４年３月11日㈮から令和４年３月16日㈬９時
から17時まで

　　�　（持参する場合、日曜日及び12時から13時の間は
除く）

　⑵　質問書の様式
　　�　配布する「質問書」の様式により提出すること。
　⑶　質問受付方法
　　ア　電子メール　30ouzen@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－951－0314
　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ
　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月24日㈭に全社に文書（電子メールま
たはＦＡＸ）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次のいずれかに該当するときは、この競争入札参加
資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載
をしたとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は「川崎市競争入札参加者心得」に基づいて
行うものとします。

　⑵　入札・開札の日時　�令和４年３月28日㈪14時00分
　⑶　入札・開札の場所　�川崎市麻生区王禅寺1285番地
　　　　　　　　　　　　王禅寺処理センター　
　　　　　　　　　　　　３階会議室
　⑷　入札書の提出方法　�持参（持参以外は無効とす

る。）
　⑸　入札金額　　　　　�入札金額は、各単価の合計額

となります。
　　　　　　　　　　　　�また、入札時に単価内訳の提

示を求めます。
　⑹　入札保証金　　　　�免除
　⑺　落札者の決定方法　�川崎市契約規則第14条の規定

に基づいて作成した予定価格
の範囲内で、最低の価格をも
って有効な入札を行った者を
落札者とします。

　⑻　契約単価金額　　　�上記７⑸にて提示した単価内
訳の金額とします。

　⑼　再入札の実施　　　�落札者がいない場合は、直ち

に再入札を行います。（開札
に立ち会わない者は、再入札
に参加の意思がないものとみ
なします。）

　⑽　入札の無効　　　　�川崎市競争入札参加者心得で
無効と定める入札は、これを
無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金　　　　�推定総金額の10％とします。

ただし、川崎市契約規則第33
条各号に該当する場合は免除
とします。

　⑵　契約書の作成　　　要
　⑶　契約規則等の閲覧　�川崎市契約規則及び川崎市競

争入札参加者心得等は、入札
情報かわさきの「契約関係規
定」から閲覧できます。
（https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

９　その他
　⑴�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑵�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑶　詳細は入札説明書によります。
　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459号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　一般競争入札について次のとおり公告します。
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　　�夢見ヶ崎動物公園獣舎等監視カメラ

システム賃貸借
　⑵　履行場所　　川崎市幸区南加瀬１－２－１
　　　　　　　　　川崎市夢見ヶ崎動物公園内　
　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　調達概要　　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満た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。
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　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の
請負・物件の供給等有資格業者名簿に業種「リース」
種目「その他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　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。

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２月25日㈮から令和４年３月３日㈭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
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　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、「３
⑵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年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資
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３月７日㈪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３月７日㈪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２月25日㈮から令和４年３月８日㈫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、上記３⑴
のFAXまたは電子メールあて送信してください。
なお、質問書を送付した時は、その旨を担当者まで
電話でご連絡ください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月11日㈮までに
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、消費税額及び地方消費税額抜きの

総額で行います。月額の賃貸借料（消費税額及び
地方消費税額を除き、１円未満の端数を切り捨て
た額）を、履行期間の月数（60箇月）で乗じる方
法で見積りしてください。

　　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３月18日㈮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。
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　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、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。

　⑷�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額
について減額又は削除があった場合は、この契約を
変更また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460号
　　　入　　札　　公　　告　
　新型コロナウイルス感染症における検体等輸送業務委
託に関する一般競争入札について、次のとおり公告しま
す。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　新型コロナウイルス感染症における検体等輸送業

務委託
　⑵　履行場所
　　�　川崎市幸区役所（川崎市幸区戸手本町１丁目11番
地１）

　⑶　履行期限
　　�　令和４年４月１日㈮から令和４年９月30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・令和４年度
業務委託有資格業者名簿の業種「倉庫・運送業務」、
種目「運送業務」に登載されていること。（業種及
び種目要確認）

　⑷�　民間事業者による信書の送達に関する法律（平成
14年法律第99号）に基づく特定信書便事業の許可（役
務の種類：長さ、幅及び厚さの合計が73ｃｍを超え、
又は重量が４ｋｇを超える信書便物を送達する役
務）を有すること。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競
争参加の申込みをしなければなりません。

　⑴　配布・提出場所
　　　〒212－8570
　　　川崎市幸区戸手本町１丁目11番地１
　　　川崎市幸区役所３階
　　　川崎市幸区役所地域みまもり支援センター
　　　（福祉事務所・保健所支所）衛生課
　　　電話：044－556－6682　
　　　ＦＡＸ：044－556－6659
　　　E-Mail：63eisei@city.kawasaki.jp
　　　※�一般競争入札参加申込書は川崎市のホームペー

ジからダウンロードできます。（「入札情報かわ
さき」－「入札情報」－「入札情報（入札公表・
落札結果）」－「委託」－「入札公表」－「財
政局」）（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭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。
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　⑶　提出物
　　　一般競争入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　持参
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
明書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ
り競争参加資格確認通知書及び入札説明書を交付しま
す。
　⑴　交付場所
　　　３⑴と同じ
　　�　ただし、川崎市業務委託有資格者業者名簿に登録
した際に電子メールアドレスを登録している場合は、
電子メールで配信します。

　⑵　交付日時
　　�　令和４年３月４日㈮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３月４日㈮午後１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　63eisei@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－556－6659
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年３月４日㈮午前９時から令和４年３月10
日㈭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３月11日㈮に、全
参加者宛てにＦＡＸ又は電子メールにて送付します。

６　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　持参による入札
　　ア　入札日時
　　　　令和４年３月15日㈫午前10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１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
　　�　入札に参加する資格の無い者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除
　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
　　�　川崎市契約規則等は、３⑴の場所及び川崎市のホ
ームページの「入札情報かわさき」（http://www.
city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「ダウンロ
ードコーナー」－「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

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

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同
じです。

　⑷�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　　　───────────────────
川崎市公告第461号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
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　　令和４年２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
　　�　川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度に
係る保険契約

　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２
　　　川崎フロンティアビル７階
　　　市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
　⑶　履行期間
　　�　令和４年４月１日午後４時～令和５年４月１日午
後４時

　⑷　概要
　　�　川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度実
施要綱に基づき、市内を活動の拠点として行われる
市民活動中の事故によって生じた損害を補償するた
めの川崎市市民活動（ボランティア活動）補償制度
による保険契約を締結する。

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「保険業」種目「保険業」
で登載されている者。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でない者。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書等の配
布
　⑴�　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書等の
配布場所

　　�　川崎市ホームページ「入札情報かわさき」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）よりダ
ウンロード

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び仕様書等の
配布期間

　　�　令和４年２月25日㈮午前９時から令和４年３月４
日㈮正午まで

　⑶　一般競争入札参加資格確認申請書の提出場所
　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２
　　　川崎フロンティアビル７階
　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部
　　　市民活動推進課　鈴木・月（つき）足（たり）
　　　TEL　044－200－2349（直通）
　　　FAX　044－200－3800
　　　E‐Mail　25simin@city.kawasaki.jp

　⑷　一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮午前９時から令和４年３月４
日㈮正午まで

　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。
また、正午から午後１時の間は除きます。）

　⑸　一般競争入札参加資格確認申請書の提出方法
　　　持参とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　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３月７日㈪までに交付します。ただ
し、申請者がメールアドレスを登録していない場合、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　場所
　　　３⑶に同じ
　⑵　日時
　　�　令和４年３月７日㈪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。）

　⑶　受領方法
　　　来庁し、直接受領してください。
５　仕様に関する問い合わせ
　⑴　仕様に関する問い合わせ先
　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２
　　　川崎フロンティアビル７階
　　　川崎市役所市民文化局コミュニティ推進部
　　　市民活動推進課　鈴木・月（つき）足（たり）
　　　TEL　044－200－2349（直通）
　　　FAX　044－200－3800
　　　E-Mail　25simin@city.kawasaki.jp
　⑵　仕様に関する問い合わせ受付期間
　　�　令和４年３月７日㈪午前９時から令和４年３月９
日㈬午後５時まで

　⑶　仕様に関する問い合わせ方法
　　�　「質問書」の様式に必要事項を記入し、上記⑴の
ＦＡＸ番号または電子メールアドレスあて送付して
ください。なお、ＦＡＸで送付する場合、送付後に
必ず電話してください。

　⑷　仕様に関する問い合わせ回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月11日㈮午後４
時までに、ＦＡＸまたは電子メールにて送付します。
なお、回答後の再質問は受付しません。

６　競争参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、競争参加資
格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。
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　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及びその他提出
書類に虚偽の記載をしたとき。

７　入札および開札の手続き等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参
　　イ　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月18日㈮午前９時30分
　　ウ　入札書の提出場所
　　　　川崎市川崎区駅前本町11番地２
　　　　川崎フロンティアビル９階　市民文化局会議室
　　エ　入札にあたっての注意
　　　�　入札は所定の入札書をもって行い、入札件名及

び商号又は名称が記入された封筒に入札書を入れ
て、糊で封をして提出してください。また、再度
入札を実施する場合もありますので、再度入札用
の入札書も持参してください。

　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札・開札の日時および場所
　　　上記⑴イ、ウに同じ。
　⑷　入札金額等
　　ア�　入札書に記載する金額には、法令所定の消費税

額およ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ます。
　⑸　入札および開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札および開札に立ち会う者は、一般競争入札参
加資格確認通知書を必ず持参してください。また、
入札および開札に立ち会う者は、入札者またはその
代理人とします。ただし、代理人が入札および開札
に立ち会う場合は、入札に関する権限および開札の
立ち会いに関する権限を委任したことを示す委任状
を入札前に提出してください。

　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、落札

を保留とし、調査を行うことがあります。
　⑺　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により、無効とされた者、および開札
に立ち会わない者は除きます。

　⑻　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札および、
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約の手続き等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません。
　⑵　契約書の作成
　　　契約書に代えて保険証券等によるものとします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、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の「入札
情 報 か わ さ き 」（http://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）の「契約関係規定」で閲覧
することができます。

　⑷　支払条件
　　　令和４年４月中の前金払いとします。
９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、
日本語および日本国通貨に限ります。

　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。

　⑶�　その他問い合わせ窓口は、上記３⑶に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告第462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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

競争入札に
付する事項

件　　名 30ｍはしご付消防自動車分解整備

履行場所 請負者工場ほか

履行期間 令和４年12月16日

参 加 資 格

⑴　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されて
おり、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。
⑷　平成23年４月１日以降に、この購入（製造）物品についての類似の契約実績があること。
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参 加 資 格

　　なお、契約実績については、１契約につき1,000,000円以上とします。
　　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でもかまいません。
⑸�　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修理、その他アフターサービスを本市の求めに応
じて、速やかに提供できること。
⑹�　検査を行う設備を日本国内に有しており、本市の求めにより職員の立会いの下に、検査に応じら
れること。
⑺　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。

契約条項を
示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係
〒210-8577�川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階
電話番号　044－200－2091

入札日時等 令和４年４月５日11時00分（川崎市役所入札室　砂子平沼ビル７階）�

入札保証金 　　要

契約書作成 　　要

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

そ の 他
　詳細は契約課ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
　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463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２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　　�宮前区内道路維持（除草）委託
　⑵　履行場所　　�川崎市宮前区役所道路公園センター

管内
　⑶　履行期限　　�令和４年４月１日から令和５年３月

31日まで
　⑷　業務概要　　�本委託は、川崎市宮前区役所道路公

園センター管内において歩行者及び
車両通行の安全を図るため、県道、
市道の除草、樹木剪定を行うもので
す。

　　•樹木剪定（A）
　　　（高木・夏期せん定　幹周60㎝未満）N＝30本
　　•樹木剪定（B）
　　　（高木・夏期せん定　幹周60㎝以上120㎝未満）
　　　N＝30本
　　•樹木剪定（C）
　　　（高木・冬期せん定　幹周60㎝未満）N＝30本
　　•樹木剪定（D）
　　　（高木・冬期せん定　幹周60㎝以上120㎝未満）
　　　N=30本
　　•除草（A）
　　　（機械除草・飛び石防護有り、集草、積込運搬含む）
　　　A＝20,700㎡

　　•除草（B）
　　　（人力除草、集草、積込運搬含む）A＝2,200㎡
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�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「樹木管理」、種目「除草、せんてい等樹木管理」
で登録され、かつ地域区分が市内で、企業規模が中
小企業である者。

３　一般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
　　　〒216－0003　川崎市宮前区有馬２丁目６番４号
　　　川崎市宮前区役所道路公園センター
　　　電　話：044－877－1661
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　※�入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入

札情報かわさき」において、本件の公表情報詳
細のページからダウンロードできます。

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭（た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
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　　�　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）

　⑶　提出書類
　　ア　入札参加申込書
　⑷　提出方法
　　　持参
４　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
　⑴　交付場所
　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書及び仕様書を令和４年３月８日㈫ま
でに送付します。なお、当該電子メールアドレスを
登録していない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接
受取りに来るようお願いいたします。　

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送
信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い
ます。）

　　　E-Mail：69doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－877－9429
　⑵　質問受付期間　
　　�　令和４年３月８日㈫午前９時から令和４年３月11
日㈮午後５時までとします。（ただし、土曜日、日
曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所
　　ア　日時　令和４年３月23日㈬午前10時00分　

　　イ　場所　川崎市宮前区宮前平２－20－５
　　　　　　　宮前区役所第４会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもっ
て有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもっ
て入札を行った者を落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市金銭会
計規則第８条に定める有価証券の提供、又は、金融
機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証
金の納付に代えることができます。

　　�　また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合
は、契約保証金の納付を免除します。

　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　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�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。
　　　───────────────────
川崎市公告第464号
　　　入　　札　　公　　告　
　「第３庁舎等廃プラスチック収集運搬業務委託」に関
する一般競争入札について、次のとおり公告します。
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　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　第３庁舎等廃プラスチック収集運搬業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎ほか
　⑶　履行期間
　　　令和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庁舎等廃プラスチック収集運搬業務委託仕様

書による。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿の業種24「廃棄物関連業務」種目02
「産業廃棄物収集運搬業」に登録されていること。

　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。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎４階
　　　総務企画局総務部庁舎管理課　担当　長嶺
　　　電話　044－200－2081
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から同年３月３日㈭までの開
庁日、下記の時間

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

４　入札説明書及び業務委託仕様書について
　⑴　入札説明書の閲覧
　　�　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を
含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペ
ー ジ「 入 札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.
kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧
することができるほか、同ホームページからダウン
ロードすることができます。

　⑵　入札説明書の配布
　　�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した
者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者
には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布
します。

５　確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、
かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ
ると認められた者には、令和４年３月７日㈪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３月７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

　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３月11日㈮17時まで、
ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付けます。

　⑵�　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合は、
電話により併せて御連絡ください。

　⑶�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた
ものについては、回答書を令和４年３月15日㈫まで
に電子メールにて送信します。ただし、電子メール
アドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸにて送
付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて
いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）
　　イ　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月18日㈮　午後１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２会議室
　⑵　入札保証金
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　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア�　入札金額は、単価で行います。見積もった単価

を入札書に記載してください。また、本業務委託
に関する金額のほか、一切の諸経費を含めた入札
金額を見積もるものとしてください。

　　イ�　税抜き価格をもって落札価格とするので、入札
者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額
を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑷　開札の日時
　　　８⑴イと同じ
　⑸　開札の場所
　　　８⑴ウと同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入
札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」において
閲覧できます。

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

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷　関連情報を入手するための照会窓口
　　　上記３⑴と同じ
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和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465号
　　　入　　札　　公　　告　

　「第３庁舎等ペットボトル収集運搬業務委託」に関す
る一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　第３庁舎等ペットボトル収集運搬業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎ほか
　⑶　履行期間
　　　令和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庁舎等ペットボトル収集運搬業務委託仕様書

による。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿の業種24「廃棄物関連業務」種目02
「産業廃棄物収集運搬業」に登録されていること。

　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。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎４階
　　　総務企画局総務部庁舎管理課　担当　長嶺
　　　電話　044－200－2081
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から同年３月３日㈭までの開
庁日、下記の時間

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

４　入札説明書及び業務委託仕様書について
　⑴　入札説明書の閲覧
　　�　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を
含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペ
ー ジ「 入 札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.
kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧
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することができるほか、同ホームページからダウン
ロードすることができます。

　⑵　入札説明書の配布
　　�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した
者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者
には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布
します。

５　確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、
かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ
ると認められた者には、令和４年３月７日㈪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３月７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

　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３月11日㈮午後５時
まで、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付け
ます。

　⑵�　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合は、
電話により併せて御連絡ください。

　⑶�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた
ものについては、回答書を令和４年３月15日㈫まで
に電子メールにて送信します。ただし、電子メール
アドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸにて送
付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて
いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出方法
　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）
　　イ　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月18日㈮　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２会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア�　入札金額は、単価で行います。見積もった単価

を入札書に記載してください。また、本業務委託
に関する金額のほか、一切の諸経費を含めた入札
金額を見積もるものとしてください。

　　イ�　税抜き価格をもって落札価格とするので、入札
者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額
を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑷　開札の日時
　　　８⑴イと同じ
　⑸　開札の場所
　　　８⑴ウと同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入
札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　否
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」において
閲覧できます。

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

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める
ところによります。

　⑷　関連情報を入手するための照会窓口
　　　上記３⑴と同じ
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和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。



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日 川 崎 市 公 報

－1542－

　　　───────────────────
川崎市公告第466号
　　　入　　札　　公　　告
　「第３庁舎等古紙収集運搬業務委託」に関する一般競
争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　第３庁舎等古紙収集運搬業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎ほか
　⑶　履行期間
　　　令和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庁舎等古紙収集運搬業務委託仕様書による。
２　競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　入札期日において令和３・４年度川崎市業務委託
有資格業者名簿の業種24「廃棄物関連業務」に登録
されていること。

　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

　⑸�　官公需について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。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎４階
　　　総務企画局総務部庁舎管理課　担当　長嶺
　　　電話　044－200－2081
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から３月３日㈭までの開庁日、
下記の時間

　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

４　入札説明書及び業務委託仕様書について
　⑴　入札説明書の閲覧
　　�　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を
含む。）は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペ

ー ジ「 入 札 情 報 か わ さ き 」（http://www.city.
kawasaki.jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧
することができるほか、同ホームページからダウン
ロードすることができます。

　⑵　入札説明書の配布
　　�　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した
者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者
には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布
します。

５　確認通知書の交付
　�　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、
かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ
ると認められた者には、令和４年３月７日㈪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３月７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

　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３月11日㈮午後５時
まで、ＦＡＸ、電子メール又は持参により受け付け
ます。

　⑵�　ＦＡＸ又は電子メールにて質問等を送った場合は、
電話により併せて御連絡ください。

　⑶�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた
ものについては、回答書を令和４年３月15日㈫まで
に電子メールにて送信します。ただし、電子メール
アドレスの登録を行っていない場合、ＦＡＸにて送
付します。

　⑷�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて
いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴　上記２に定める資格条件を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出方法
　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）
　　イ　入札書の提出日時
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　　　　令和４年３月18日㈮　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２会議室
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア�　入札金額は、単価で行います。　見積もった単

価を入札書に記載してください。また、本業務委
託に関する金額のほか、一切の諸経費を含めた入
札金額を見積もるものとしてください。

　　イ�　税抜き価格をもって落札価格とするので、入札
者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額
を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑷　開札の日時
　　　８⑴イと同じ
　⑸　開札の場所
　　　８⑴ウと同じ
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入
札を行った者を落札者とします。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約金額
　　�　契約内訳単価は、予定価格を構成する内訳単価に、

入札金額を予定価格で除した比率を乗じて得た金額
とします。

　⑵　契約保証金
　　　免除とします。
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　前払金
　　　否
　⑸　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」において
閲覧できます。

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

　⑵�　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。
　⑷　関連情報を入手するための照会窓口
　　　上記３⑴と同じ
　⑸�　当該落札決定の効果は、令和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467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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度高齢者の保健事業と介護予防の一体的
な実施に係る低栄養改善指導事業業務委託（宮前
区・多摩区）

　⑵　履行場所
　　�　２行政区（宮前区・多摩区）内及び受注者事業所
内等

　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
　　�　「令和４年度高齢者の保健事業と介護予防の一体
的な実施に係る低栄養改善指導事業業務委託（宮前
区・多摩区）仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格者に関する事項
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た
していなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。（地
方自治法施行令第167条の４参照）

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

　⑶�　入札期日において、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�　本市又は他官公庁において、高齢者の保健事業又
は介護予防事業に関する類似の契約実績（元請に限
る。）を平成31年４月１日以降に有すること。類似
の契約実績とは、保健事業であれば訪問指導の実績
があること、介護予防事業であれば集団に対しての
健康教育の実績があることを指す。

３　一般競争入札参加申込書等の配付及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により一般
競争入札参加申込書、２⑷の契約実績を証する書類を
提出しなければなりません。
　⑴　配付・提出場所
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地
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　　　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　室井）
　　　電　話　044－200－0085（直通）
　　　ＦＡＸ　044－200－3930
　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷を証する契約実績書類（契約書の写し

等）
　⑷　提出方法
　　　持参によるものとし、郵送は認めません。
　⑸　その他
　　�　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書等
は、「入札情報かわさき」において、本件の公表情
報詳細のページからダウンロードできます。なお、
ダウンロードができない場合等に対応するため、３
⑴の場所において３⑵の期間、配付も行います。

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　ア�　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に
は、令和４年３月８日㈫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３月８日㈫の午前９時から正午ま
でに上記３⑴の場所において一般競争入札参加資
格確認通知書を交付します。

　⑵�　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦
覧に供します。

５　仕様書等に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ期間
　　　令和４年３月８日㈫から令和４年３月10日㈭まで
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の
電子メールアドレス又はＦＡＸ番号宛て送付してく

ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴
の担当宛て電話連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で
入札参加資格があると認められたすべての者に対し、
令和４年３月14日㈪までに、電子メール又はＦＡＸ
にて送付します。

　　�　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を
受けていない者からの質問に関しては回答を行いま
せん。

６　入札参加希望者に求められる義務
　�　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等
に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら
れたときはこれに応じなければなりません。
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及びその他の提出書類に
虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札書等の提出方法
　　�　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３月16日㈬午前11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
　　　　川崎市パレール12階会議室
　⑵　入札方法
　　ア�　入札は、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、
人件費については、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、総価によって行います。そのため、人
件費については、単価に予定数量を乗じた合計額
を計上し、物件費については、事務運営に係る各
費用一式を計上してください。

　　ウ�　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。

　　エ�　入札書は、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１回、
計２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。
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　⑶　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査等を行うことがありま
す。

　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　開札の日時
　　　８⑴アに同じ
　⑹　開札の場所
　　　８⑴イに同じ
　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち
会わない者を除きます。

　⑼　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代
理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立
ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会
いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を
提出してください。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は
取りやめる場合があります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　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468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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度高齢者の保健事業と介護予防の一体的
な実施に係る低栄養改善指導事業業務委託（幸区・
高津区）

　⑵　履行場所
　　�　２行政区（幸区・高津区）内及び受注者事業所内
等

　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
　　�　「令和４年度高齢者の保健事業と介護予防の一体
的な実施に係る低栄養改善指導事業業務委託（幸
区・高津区）仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格者に関する事項
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た
していなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。（地
方自治法施行令第167条の４参照）

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

　⑶�　入札期日において、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�　本市又は他官公庁において、高齢者の保健事業又
は介護予防事業に関する類似の契約実績（元請に限
る。）を平成31年４月１日以降に有すること。類似
の契約実績とは、保健事業であれば訪問指導の実績
があること、介護予防事業であれば集団に対しての
健康教育の実績があることを指す。

３　一般競争入札参加申込書等の配付及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により一般
競争入札参加申込書、２⑷の契約実績を証する書類を
提出しなければなりません。
　⑴　配付・提出場所
　　　〒210－0005　川崎市川崎区東田町８番地
　　　パレール三井ビル12階
　　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
　　　（担当　室井）
　　　電　話　　044－200－0085（直通）
　　　ＦＡＸ　044－200－3930
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　　　E-mail　40hoken@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　上記２⑷を証する契約実績書類（契約書の写し

等）
　⑷　提出方法
　　　持参によるものとし、郵送は認めません。
　⑸　その他
　　�　仕様書、入札説明書、一般競争入札参加申込書等
は、「入札情報かわさき」において、本件の公表情
報詳細のページからダウンロードできます。なお、
ダウンロードができない場合等に対応するため、３
⑴の場所において３⑵の期間、配付も行います。

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格が
あると認められた者には、一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。
　⑴　交付方法
　　ア�　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申

請書の委託先メールアドレスを登録している者に
は、令和４年３月８日㈫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３月８日㈫の午前９時から正午ま
でに上記３⑴の場所において一般競争入札参加資
格確認通知書を交付します。

　⑵�　入札説明書は３⑴の場所において３⑵の期間、縦
覧に供します。

５　仕様書等に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合せ期間
　　　令和４年３月８日㈫から令和４年３月10日㈭まで
　　�　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時
まで

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の
電子メールアドレス又はＦＡＸ番号宛て送付してく
ださい。また「質問書」送付後、送付した旨を３⑴
の担当宛て電話連絡してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、入札参加資格確認通知書で
入札参加資格があると認められたすべての者に対し、

令和４年３月14日㈪までに、電子メール又はＦＡＸ
にて送付します。

　　�　なお、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を
受けていない者からの質問に関しては回答を行いま
せん。

６　入札参加希望者に求められる義務
　�　この入札に参加を希望する者は、提出された書類等
に関し説明を求められたとき又は資料の追加を求めら
れたときはこれに応じなければなりません。
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及びその他の提出書類に
虚偽の記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札書等の提出方法
　　�　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３月16日㈬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
　　　　川崎市パレール12階会議室
　⑵　入札方法
　　ア�　入札は、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、
人件費については、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、総価によって行います。そのため、人
件費については、単価に予定数量を乗じた合計額
を計上し、物件費については、事務運営に係る各
費用一式を計上してください。

　　ウ�　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。

　　エ�　入札書は、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１回、
計２回の入札を行いますので、その分の入札書を
用意してください。

　⑶　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査等を行うことがありま
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す。
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　開札の日時
　　　８⑴アに同じ
　⑹　開札の場所
　　　８⑴イに同じ
　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

　⑻　再入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再入札を実施しま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得の規定により無効とされた者及び開札に立ち
会わない者を除きます。

　⑼　入札及び開札に立ち会う者に関する事項　
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代
理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立
ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会
いに関する権限の委任を受けたことを示す委任状を
提出してください。

９　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」で閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　本入札に関しては、事情により入札を延期、又は
取りやめる場合があります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。

　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　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469号
　　　入　　札　　公　　告
　令和４年度新型コロナウイルス感染症における検体等

搬送業務委託に関する一般競争入札について、次のとお
り公告します。
　　令和４年２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度新型コロナウイルス感染症における検
体等搬送業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎区内全域
　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
　　　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「倉庫・運送業務」、種
目「運送業務」に登載されていること。（業種及び
種目要確認）

　⑷�　「民間事業者による信書の送達に関する法律」に
基づく「特定信書便事業の許可（役務の種類：長さ、
幅及び厚さの合計が73ｃｍを超え、又は重量が４ｋ
ｇを超える信書便物を送達する役務）」を有すること。

３　競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0005
　　　川崎市川崎区東田町８番地
　　　川崎市川崎区役所３階
　　　�川崎市川崎区役所地域みまもり支援センター衛生

課
　　　担当　秋山
　　　電話：044－201－3223　
　　　ＦＡＸ：044－201－3291
　　　E-Mail：61eisei@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」）

　⑵　配布・提出期間
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　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭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　類似契約の契約書の写し
　⑷　提出方法
　　　持参
４�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説
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３月７日㈪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３月７日㈪午前11時までに配信
します。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　　電子メール、ＦＡＸにより受け付けます。
　　　電子メール　61eisei@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－201－3291
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年３月７日㈪午前９時から令和４年３月10
日㈭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。

　　�　電子メール・ＦＡＸ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３月14日㈪に、全
参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送付します。

　⑸�　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。

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３月17日㈭午後２時
　　　イ　入札場所
　　　　　川崎市川崎区東田町８番地
　　　　　川崎市川崎区役所４階　第４面接室
　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。

　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」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。
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　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470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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�川崎市在宅ねたきり高齢者寝具乾燥事

業委託
　⑵　履行場所　�発注者が指定するサービス提供対象者

の自宅及び受託者が用意した作業場所
　⑶　履行期限
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和３・４年度業務委託有資格
業者名簿の業種「その他業務」種目「介護、保育、
福祉の業務サービス」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたきり
高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業務の
契約実績があること。

　⑸�　寝具乾燥及び寝具丸洗いをする上でクリーニング
業法上必要な届出等を、所管の保健所等にしている
こと。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する
書類を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ�　過去２年間で地方公共団体において在宅ねたき

り高齢者に対する寝具の乾燥及び丸洗いを行う業
務の契約実績があることを証する書類

　　　※�一般競争入札参加資格確認申請書は、川崎市ホ
ームページ「入札情報かわさき」（URL　
https://www.city.kawasaki.jp/233300/） か ら

ダウンロードできます。
　⑵　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課　
　　　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２月25日㈮から令和４年３月３日㈭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　一般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Ｆ
ＡＸ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」（URL　https://www.city.kawasaki.
jp/233300/）からダウンロードできます。なお、イ
ンターネットから入手できない者には、申し出によ
り無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託
有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレ
スを登録している場合は、確認書と一括して自動的
に電子メールで配信します。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　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　質問受付期間
　　　令和４年３月４日㈮から令和４年３月７日㈪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」（URL　
https://www.city.kawasaki.jp/233300/） か ら ダ
ウンロードできます。

　⑷　回答日
　　　令和４年３月９日㈬
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　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�　入札参加資格確認申請書及び提出書類等について、
虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は要綱に定める寝具乾燥及び寝具丸洗いに

要する公費負担額のそれぞれの単価の合計金額、
すなわち、２種類のサービスにおける公費負担額
が100％、95％、90％の際の計６単価の合計金額
で行います。なお、その際公費負担額を算定する
にあたって係数を乗じた際に発生した小数点以下
の数値は切り上げるものとします。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
は入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し
た金額でもって落札価格とするので、入札者は税
抜きの金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月11日㈮　午前９時30分
　　イ　入札場所　
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　健康福祉局会議室10Ｅ
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効

　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑵の場所及び川崎市ホームページ「入札情報
か わ さ き 」（URL　https://www.city.kawasaki.
jp/233300/）の「契約関係規定」で閲覧することが
できます。

９　その他
　⑴　詳細は、入札説明書によります。
　⑵　関連情報を入手するための窓口は３⑵に同じです。
　⑶�　当該落札決定の効果は、令和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。

10　実施見込み件数
利用者負担率 実施見込み数

寝具乾燥
０％ １件
５％ １件
10％ 12件

寝具丸洗い
０％ 40件
５％ １件
10％ 422件

合計 477件
　　　───────────────────
川崎市公告第471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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項　
　⑴　件　　名　　高津区内道路清掃汚泥処分業務委託
　⑵　履行場所　　�川崎市高津区役所道路公園センター

管内
　⑶　履行期限　　契約日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要　　仕様書による。
２　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。　
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　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物処分業」
で登録されている者。　

　⑷　産業廃棄物処分業の許可を有していること。
　⑸�　処分受入先が川崎市高津区役所道路公園センター
から運搬距離で30キロメートル以内であること。

３　入札参加申込書の配付及び提出　
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所　
　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口５丁目15番７号
　　　川崎市高津区役所道路公園センター　
　　　電　話：044－833－1221
　　　ＦＡＸ：044－833－2498
　　　E-Mail：67doukan@city.kawasaki.jp
　　　※�業務の詳細、入札参加申込書は、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」において、本件
の公表情報詳細のページからダウンロードでき
ます。

　⑵　配付・提出期間　
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭（た
だし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）　

　　�　午前９時から午後５時まで（ただし、正午から午
後１時までを除く）　

　⑶　提出書類　
　　ア　入札参加申込書　
　　イ　産業廃棄物処分業の許可証の写し　
　　ウ�　処分受入先から川崎市高津区役所道路公園セン

ターまでの運搬距離が分かる資料
　⑷　提出方法　
　　　持参　
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　⑴　交付場所
　　�　入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があ
ると認められた者には、令和３・４年度川崎市業務
委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレス
に、確認通知書を令和４年３月８日㈫までに送付し
ます。なお、当該電子メールアドレスを登録してい
ない場合は、ＦＡＸで送付するか、直接受取りに来
るようお願いいたします。

５　仕様に関する問合せ
　⑴　質問受付方法
　　�　電子メールまたはFAXによります。（ただし、送
信した際はその旨を３⑴の所管課まで電話連絡願い
ます。）

　　　E-Mail：67doukan@city.kawasaki.jp
　　　ＦＡＸ：044－833－2498
　⑵　質問受付期間　

　　�　令和４年３月８日㈫午前９時から令和４年３月11
日㈮午後５時までとします。

　⑶　質問書の様式�
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。　

　⑷　回答方法
　　�　令和４年３月15日㈫午後５時までに、競争入札参
加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はＦＡＸ
にて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお
願いいたします。

　　�　なお、この入札の参加資格を満たしていない者か
らの質問に関しては回答いたしません。

６　入札参加資格の喪失　
　�　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次
のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し
ます。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。

７　入札手続等　
　⑴　入札方法　
　　　持参による入札
　⑵　入札の日時・場所　
　　ア　日時　令和４年３月18日㈮午後２時00分　
　　イ　場所　川崎市高津区溝口５－15－７
　　　　　　　高津区役所道路公園センター会議室　
　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　開札の日時・場所
　　　７⑵に同じ
　⑸　落札者の決定方法　
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。　

　　�　ただし、著しく低価格の場合は落札を保留し、調
査を行うことがあります。　

　⑹　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。

８　契約手続等　
　⑴　契約保証金　
　　　免除とします。
　⑵　前払金
　　　無
　⑶　契約書作成の要否
　　　要
　⑷　議決の要否
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　　�　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�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。　

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
るところによります。　

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　⑷　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴に同じ。
　　　───────────────────
川崎市公告第472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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　契約名
　　�　学校給食申込書等データセットアップ業務委託契
約

　⑵　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和４年７月29日まで
　⑶　履行場所
　　ア　学校給食申込書の各市立学校からの回収
　　　　川崎市立小学校及び特別支援学校
　　イ�　口座振替納付依頼書の健康給食推進室からの回

収
　　　　川崎市川崎区宮本町６
　　　　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
　　ウ�　学校給食申込書及び口座振替納付依頼書に記載

された情報のパンチ入力・データ作成受注者の事
業所等

　⑷　委託業務の概要
　　�　「学校給食申込書等データセットアップ業務委託
契約　仕様書」（以下「仕様書」という。）及び「学
校給食申込書等データセットアップ業務委託契約　
入札説明書」（以下「入札説明書」という。）により
ます。

２　入札参加資格
　�　本件入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしている必要があります。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。
　⑵�　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」に登載さ
れていること。

　⑶�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律
第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ
ていない者であること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指
名停止の措置を受けていないこと。

３�　入札参加資格確認申請書等の配布・提出場所及び問
合せ先
　�　本件入札に参加を希望する者は、次により「入札参
加資格確認申請書（様式１）」を提出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－0004　川崎市川崎区宮本町６
　　　明治安田生命ビル10階
　　　�川崎市教育委員会事務局健康給食推進室　担当：

原嶋
　　　電話　044－200－2539（直通）
　　　電子メール：88kyusyoku@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
　　�　休庁日を除く毎日９時から12時まで及び13時から
17時まで

　⑶　提出物
　　　入札参加資格確認申請書
　⑷　入札参加資格確認申請書の提出方法
　　　郵送又は電子メールによる送付とします。
　　�　郵送の場合は、配達記録が残る方法により郵送し
てください。

　　�　電子メールによる送付の場合は、pdf形式のファ
イルを送付するものとし、併せて原本を郵送にて送
付ください。電子メールに添付したpdfファイルの
到達をもって入札参加資格確認申請書の提出といた
します。また、電子メールを送付した際に上記問合
せ先電話番号宛てにその旨御一報ください。

　⑸　仕様書等の配付
　　�　本件入札に係る仕様書及び入札説明書は、入札日
前日の17時まで、以下のURLにおいてダウンロード
により配布します。

　　�　h t t p s : / / www . c i t y . k a w a s a k i . j p / 8 8 0 /
page/0000126551.html

４　入札の手続
　⑴　日程の概要
　　　入札手続の日程概要は次のとおりです。
　　ア　入札参加資格確認結果通知書の送付
　　　　令和４年３月７日㈪
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　　イ　仕様等に関する質問の提出期限
　　　　令和４年３月９日㈬
　　ウ　仕様等に関する質問への回答
　　　　令和４年３月11日㈮
　　エ　入札及び開札
　　　　令和４年３月17日㈭
　⑵　日程の詳細
　　　日程の詳細は次のとおりです。
　　ア　入札参加資格確認結果通知書の送付
　　　�　入札参加資格確認申請書を提出し、書面審査に

よって入札参加資格があると確認できた参加希望
者には、次のとおり「入札参加資格確認結果通知
書（様式２）」を送付します。

　　　ア　送付日
　　　　　令和４年３月７日㈪
　　　イ　送付方法
　　　　　電子メールにより送付します。
　　イ　仕様等に関する質問
　　　ア　質問の方法
　　　　�　入札説明書及び仕様書等の配布書類の内容に

疑義がある場合は、「質問書（様式３）」に必要
事項を記入の上、３⑴の問合せ先のアドレス宛
てに電子メールで送付してください。

　　　　�　なお、送付の際は、必ず受信確認を要求して
ください。

　　　イ　質問の受付期間
　　　　�　令和４年３月７日㈪９時から令和４年３月９

日㈬17時まで
　　　ウ　回答
　　　　�　令和４年３月11日㈮17時までに、全参加者宛

てに電子メールで送付します。
　　ウ　入札及び開札
　　　ア　入札の方法等　
　　　　ａ　入札は総価で行います。
　　　　ｂ�　入札書に記載する金額には、法令所定の消

費税額及び地方消費税額を含まないものとし
ます。消費税額及び地方消費税額は、契約の
際に加算します。

　　　　ｃ�　入札は所定の入札書をもって行います。入
札書は入札件名を記載した封筒に入れ、封印
して提出してください。　

　　　　ｄ�　入札書の提出方法は、持参とします。
　　　イ　入札及び開札の日時等
　　　　ａ　日時
　　　　　　令和４年３月17日㈭　10時
　　　　ｂ�　場所
　　　　　　川崎市川崎区宮本町３－３
　　　　　　川崎市第４庁舎４階第３会議室

　　　ウ　入札保証金
　　　　�　入札保証金を要します。ただし、川崎市契約

規則第９条各号のいずれかに該当する場合は、
入札保証金を免除します。

　　　エ　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札参加資格

確認通知書を必ず持参してください。
　　　　�　また、入札及び開札に立ち会う者は、入札者

又はその代理人とします。代理人が入札及び開
札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開
札の立会いに関する権限を委任されたことを示
す委任状を入札前に提出してください。

　　　オ　落札者の決定方法
　　　　�　川崎市契約規則第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。

　　　カ　再度入札の実施
　　　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行

います。ただし、その入札が川崎市競争入札参
加者心得第７条の規定により無効とされた者及
び開札に立ち会わない者は除きます。

　　　キ　入札の無効
　　　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及

び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入
札は、これを無効とします。

５　契約手続等
　⑴　契約保証金
　　�　契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、
川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場
合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　入札及び契約に関する条例等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報」（http://
www.city.kawasaki.jp/233300/）の契約関係規程に
おいて閲覧することができます。

６　その他
　⑴　言語及び通貨
　　�　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　本入札説明書に定めのない事項
　　�　本入札説明書に定めるもののほかは、川崎市契約
条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心
得の定めるところによります。

　⑶　当該落札決定の効果
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　　�　当該落札決定の効果は、令和４年第２回市議会定
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473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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度同報系防災行政無線システム定期点検
及び保守業務委託

　⑵　履行場所
　　�　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　市役所第３庁舎７階ほか
　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
　　　入札説明書による。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」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�　過去２年間で２件以上、無線設備の点検、保守等
に関する契約を締結し、これらをすべて誠実に履行
していること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、一般競争入札参
加資格確認申請書、「２⑷」の契約実績を証する書類（契
約書の写し等業務内容がわかるもの）を持参により提
出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-8577
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当
　　　電話　044-200-2856、FAX　044-200-3972、
　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
の午前８時30分から午後５時まで及び令和４年３月
４日㈮の午前８時30分から正午までとします。ただ

し、平日の正午から午後１時までを除きます。
４　入札説明会、現地調査及び入札説明書
　⑴　入札説明会及び現地調査
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の場
所において、「３⑵　配布・提出期間」の期間で縦
覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布しま
す。また、川崎市のホームページの「入札情報かわ
さき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の公表情報詳細のページから
ダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月９日㈬　午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、同日
の未明に電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
６　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月９日㈬まで
の午前８時30分から午後５時まで及び令和４年３月
10日㈭午前８時30分から正午までとします。ただし、
土曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時ま
でを除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。（電
子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付した旨
を「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の問
い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3972
　　ウ　郵送　　　　�「３⑴　配布・提出場所及び問い

合わせ先」に同じ。ただし、「６
⑵　質問受付期間」の期間内に必
着のこと。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪までに、一般競争入札参加資
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格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦ
ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参
加資格を満たしていない者からの質問に関しては回
答しません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の消費税抜きの金額を入札書に記載してく
ださい。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
書に記載した金額の10％（１円未満切り捨て））
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３月18日㈮　午前10時00分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　　　　　　　災害対策本部事務局室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　�　次により、契約を締結します。ただし、当該落札決
定の効果は、令和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。
　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
　　�　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
市のホームページ「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札・
契約関連情報」配下の「特定契約（公契約）に関す
る情報」を御覧ください。また、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「３
⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」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「３⑴　配布・提
出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川
崎市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　　　───────────────────
川崎市公告第474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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度防災行政無線システム運用・保守支援
業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　市役所第３庁舎７階ほか
　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
　　　入札説明書による。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
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　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「施設維持管理」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�　過去２年間で２件以上、無線設備の点検、保守等
に関する契約を締結し、これらをすべて誠実に履行
していること。

３�　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、一般競争入札参
加資格確認申請書、「２⑷」の契約実績を証する書類（契
約書の写し等業務内容がわかるもの）を持参により提
出してください。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210-8577
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　総務企画局危機管理室　災害システム担当
　　　電話　044-200-2856、FAX　044-200-3972、
　　　E-mail　17kiki@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
の午前８時30分から午後５時まで及び令和４年３月
４日㈮の午前８時30分から正午までとします。ただ
し、平日の正午から午後１時までを除きます。

４　入札説明会、現地調査及び入札説明書
　⑴　入札説明会及び現地調査
　　　実施しません。
　⑵　入札説明書の交付
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の場
所において、「３⑵　配布・提出期間」の期間で縦
覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布しま
す。また、川崎市のホームページの「入札情報かわ
さき」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）において、本件の公表情報詳細のページから
ダウンロードできます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月９日㈬　午後１時から午後５時まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールのアドレスを登録している場合は、同日
の未明に電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
６　仕様に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　�　「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月９日㈬まで
の午前８時30分から午後５時まで及び令和４年３月
10日㈭午前８時30分から正午までとします。ただし、
土曜日及び日曜日並びに平日の正午から午後１時ま
でを除きます。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　�　持参、電子メール、ＦＡＸ又は郵送によります。（電
子メール又はＦＡＸで送付した場合は、送付した旨
を「３⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先」の問
い合わせ先に電話にて御連絡ください。）

　　ア　電子メール　17kiki@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044-200-3972
　　ウ　郵送　　　　�「３⑴　配布・提出場所及び問い

合わせ先」に同じ。ただし、「６
⑵　質問受付期間」の期間内に必
着のこと。

　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月14日㈪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Ｆ
ＡＸにて回答書を送付します。なお、この入札の参
加資格を満たしていない者からの質問に関しては回
答しません。

７　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の消費税抜きの金額を入札書に記載してく
ださい。

　　イ�　入札は所定の入札書をもって行います。入札書
を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
ください。

　　ウ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金
額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札
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書に記載した金額の10％（１円未満切り捨て））
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３月18日㈮　午前10時30分
　　イ　入札場所　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　　　　　　　川崎市役所第３庁舎７階
　　　　　　　　　災害対策本部事務局室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約の手続き等
　�　次により、契約を締結します。ただし、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。
　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
　　�　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
市のホームページ「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）の「入札・
契約関連情報」配下の「特定契約（公契約）に関す
る情報」を御覧ください。また、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「３
⑴配布・提出場所及び問い合わせ先」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「３⑴　配布・提
出場所及び問い合わせ先」に同じです。

　⑶�　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書及
び質問書の様式が添付されている入札説明書は、川
崎市のホームページの「入札情報かわさき」（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）におい
て、本件の公表情報詳細のページからダウンロード
できます。

　　　───────────────────
川崎市公告第475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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　川崎市立中原図書館空調設備等保守点検業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市立中原図書館
　　　川崎市中原区小杉町３－1301
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　川崎市立中原図書館の空調機・外調機の点検、整
備、調整、フロン法に基づく簡易検査等。詳細は「仕
様書」によります。

２　競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たし
ていなければなりません。　
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。　

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

　⑶�　入札期日において令和３・４年度業務委託有資格
業者名簿に地域区分「市内」、業種「施設維持管理」、
種目「空調衛生」で登録されていること。

　⑷�　官公需についての中小企業の受注の確保に関する
法律第２条第１項による中小企業であること。

３　一般競争入札参加確認申請書の配布及び提出
　�　この入札に参加する者は、次により入札参加の申込
みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒211－0063　川崎市中原区小杉町３－1301　
　　　川崎市立中原図書館庶務係　　担当　　若尾
　　　電　　話：044－722－4932
　　　ＦＡＸ：044－733－7524
　　　電子メール：88nakato@city.kawasaki.jp　　
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮午後
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５時まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）。受付時
間は午前９時30分から正午まで及び午後１時から午
後５時までです。　

　⑶　提出物
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑷　提出方法　
　　　持参してください。　
　⑸　入札説明書等の閲覧
　　�　入札説明書及び仕様書等は⑴の場所において⑵の
期間中、縦覧に供します。

４　一般競争入札参加資格確認通知書等の交付　　
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し入札参加
資格があると認められた者には、次により一般競争入
札参加資格確認通知書及び仕様書を交付します。
　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登載した際に電
子メールのアドレスを登載している場合は、一般競争
入札参加資格確認通知書等は自動的に電子メールで配
信されます。
　⑴　交付場所及び問い合わせ先
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　交付日時
　　　令和４年３月７日㈪午前９時30分から正午まで
　　�　電子メールアドレスの登録がない者には３⑴の場
所で直接交付します。

　⑶　入札説明書等の交付
　　�　一般競争入札参加資格確認通知書の交付に合わせ
て電子メールにより入札説明書、仕様書等を交付し
ます。電子メールアドレスの登録がない者には３⑴
の場所で直接交付します。また、入札説明書、仕様
書等は上記３⑴の場所において３⑵の期間で縦覧に
供します。

　　
５　仕様書及び入札に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　上記３⑴に同じ。
　⑵　問い合わせ期間
　　�　令和４年３月７日㈪から令和４年３月11日㈮午後
５時まで

　⑶　問い合わせ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に記入し、
３⑴の電子メール又はＦＡＸあて送付してください。
また、電子メールで送付する場合は必ず開封確認メ
ッセージを要求してください。電子メール又はＦＡ
Ｘ以外の方法による問い合わせには応じません。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月14日㈪午後５
時までに、全社あてに電子メール又はＦＡＸにて送
付します。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて虚偽の記載をしたとき。

７　入札及び開札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア　入札書の提出方法
　　　�　入札は所定入札書をもって行います。入札書を

入札件名が記載された封筒に封印して持参してく
ださい。

　　イ　入札書の提出日時
　　　　令和４年３月24日㈭午前10時00分
　　ウ　入札書の提出場所
　　　　川崎市立中原図書館　６階多目的室
　　　　川崎市中原区小杉町３－1301
　⑵　入札保証金
　　　免除とします。
　⑶　入札金額等
　　ア　入札は総価で行います。
　　イ�　入札書に記載する金額には、消費税を含まない

ものとします。消費税は、契約の際に加算するも
のとします。

　⑷　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、一般競争入札参加
資格確認通知書を必ず持参してください。また、入
札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人
とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会
う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関
する権限の委任したことを示す委任状を入札前に提
出してください。

　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った入札者を落札者とします。　ただ
し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり
ます。　

　⑹　再度入札の実施
　　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま
す。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得
第７条の規定により無効とされたもの及び開札に立
ち会わないものは除きます。

　⑺　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

８　契約の手続き等
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　⑴　契約保証金
　　　免除します。
　⑵　契約書の作成
　　�　契約書の作成を要します。なお、契約書作成にか
かる費用は落札者の負担とします。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入
札情報かわさき」（http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）の契約関係規定において閲覧すること
ができます。

９　その他
　⑴�　この公告及び入札説明書に定めるもののほかは、
川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入
札参加者心得の定めるところによります。

　⑵�　この入札の入札説明書は、この入札以外の目的に
使用してはなりません。

　⑶�　この契約手続において使用する言語及び通貨は、
日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑴に同じで
す。

　⑸�　当該落札決定の効果は、令和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476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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度新型コロナウイルス感染症HER-SYS
及びTeamデータ入力業務委託

　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４年９月30日まで
　⑷　委託概要
　　�　厚生労働省が提供する「新型コロナウイルス感染
者等情報把握・管理支援システム」（HER-SYS）に
新型コロナウイルス感染症患者又はその濃厚接触者
の情報を入力する。また、入力内容の確認を行い必
要に応じて修正する。

　　�　併せて、神奈川県の提供する「神奈川県医療連携
システム」（Team）に同感染症患者情報を入力し、
入力内容から一定条件に応じた患者情報を抽出する。

２　競争参加資格者に関する事項

　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当する資格停止期間中でないこと

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

　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「その他」種目「その他」
に登載されていること

　⑷�　官公庁において、当該契約の種類と規模をほぼ同
じくする契約実績があること

３　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込をしなければなりません。　
　⑴　配付・提出場所及び問合せ先
　　　川崎市幸区堀川町580番
　　　健康福祉局保健所感染症対策課　（担当　土肥）
　　　電　話　044－200－2343
　　　ＦＡＸ　044－200－3928
　　　Ｅ－ｍａｉｌ　40kansen@city.kawasaki.jp
　⑵　配付・提出期間
　　　令和４年２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
　　　午前９時～正午及び午後１時～午後５時
　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３月４日㈮までに送
付します。メールアドレスの登録がない場合は、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
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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Ｆ
ＡＸ又は電子メールで送付した場合は、送付した旨
を３⑴の担当宛てに電話で連絡してください。

　⑶　受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月８日㈫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
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月９日㈬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10日㈭午前10時
　　ウ　入札場所　
　　　　川崎市幸区堀川町580番
　　　　ソリッドスクエアビル健康福祉局会議室
　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。　

　　�　なお、入札金額は入札（見積）内訳一覧表に記載
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。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条で無効と定める入札
は、これを無効とします。

９　契約の手続等　
　⑴　契約保証金

　　　要（10％）
　⑵　契約書作成の要否
　　　要
　⑶　前払金
　　　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
については、３⑴の場所及び川崎市ホームページの
「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧す
ることができます。

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

　⑵　詳細は、入札説明書によります。　
　⑶�　関連情報を入手するための照会窓口は３⑴と同じ
です。

　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477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２月25日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　�　令和４年度度高齢者特別乗車証明書一斉更新に係
る案内文等の作成及び封入封緘等業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日㈮から６月30日㈭まで
　⑷　業務概要
　　　詳細は入札説明書によります。
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において令和３・４年度業務委託有資格
業者名簿の業種「その他業務」種目「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
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指名停止期間中でないこと。
　⑷�　過去２年間で地方公共団体において類似業務の契
約実績があること。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加資格確認申請書及び類似の契約実績を証する
書類を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階
　　　�健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課
　　　金澤
　　　電　話　044-200-2651（直通）
　　　FAX　044-200-3926
　　　E-MAIL　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年２月25日㈮から令和４年３月４日㈮まで
の午前９時00分から正午まで及び午後１時から午後
５時00分までとします（ただし、土曜日、日曜日及
び祝日を除きます。）。

　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の交付及び入札説
明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月８日㈫午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで　

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書の交付
　　�　入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期間で
縦覧に供します。また、川崎市の公式ウェブサイト
からダウンロードできます（「入札情報かわさき」
の「入札情報」の委託の「入札公表」の中にありま
す（URL　http://www.city.kawasaki.jp/233300/
index.html）。）。なお、インターネットから入手で
きない者には、申し出により無償で入札説明書を交
付します。川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録し
た際に電子メールのアドレスを登録している場合は、
一般入札参加資格確認通知書と一括して自動的に電
子メールで配信します。

　⑷　入札説明書の目的外利用の禁止

　　�　入札説明書等は、この入札以外の目的に使用して
はなりません。

　⑸　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年２月25日㈮午前８時30分から令和４年３
月10日㈭午後５時15分までとします。

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　送付先　40zaitak@city.kawasaki.jp
　⑸　回答日
　　　令和４年３月16日㈬
　⑹　回答方法
　　�　上記⑸の日に、一般競争入札参加確認申請書を提
出した者に文書（電子メール）にて送付します。

　⑺　その他
　　�　⑷及び⑸について、電子メールによりがたい場合
はFAXによります。

　　　FAX　044-200-3926
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　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その他提出
書類に虚偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア　入札は、上記１⑴の契約金額の総額で行います。
　　イ�　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算し
た金額でもって契約金額とするので、入札者は税
抜きの金額を入札書に記載してください。

　　ウ�　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。

　　エ�　本市の競争入札参加資格者名簿に登録されてい
る者以外が入札する場合は、委任状を提出してく
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ださい。入札参加者又は入札参加者の代理人は、
当該入札に係る他の入札参加者の代理をすること
はできません。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　
　　　　令和４年３月23日㈬　午後３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10Ｅ会議室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

９　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書の作成
　　ア�　契約書は、２通作成し、本市と落札者が各１通

を保管します。
　　イ�　契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負

担とします。
　　ウ�　契約事務の受託者が契約の相手方とともに契約

書に記名しかつ押印しなければ、本契約は確定し
ないものとします。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、本市公式ウェブサイトの「入札情報」（URL　
http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
の契約関係規定において閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　本入札公告及び入札説明書に定めもののほか、本
件入札に関する事項は、川崎市契約条例、規則及び
川崎市競争入札心得等の定めるところによります。

　⑵�　本件入札及び契約において使用する言語及び通貨
は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶　詳細は、入札説明書によります。
　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、本業務にかかる予算の議決を要
します。

　　　───────────────────
川崎市公告第478号
　　　入　　札　　公　　告
　　令和４年２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側溝清掃及び集水桝土砂浚渫
業務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区千鳥町、東扇島地内
　⑶　履行期間
　　　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内の側溝、集水桝、人道部、
Ａ・Ｂランプ及び旧料金所エリア内を良好な状態に
維持するために、各施設を清掃あるいは浚渫して、
塵芥や流入した汚泥等を収集し、汚泥については、
市が別途委託する「川崎港海底トンネル産業廃棄物
処分業務委託」の履行場所（市内を予定）へ直接運
搬する。

　　�　詳細については、「川崎港海底トンネル側溝清掃
及び集水桝土砂浚渫業務委託仕様書」によります。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　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「廃棄物関連業務」種目「産業廃棄物収集運搬
業」で登録されている者。

　⑸�　川崎市もしくは神奈川県より、汚泥の収集運搬許
可を受けていること。

３　一般競争入札参加申込書の配布及び提出
　�　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争
入札参加申込書及び必要書類を提出しなければなりま
せん。
　⑴　配布・提出場所
　　　〒210－0869
　　　川崎市川崎区東扇島38－１　川崎マリエン４階
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　　　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２月25日㈮から令和４年３月３日㈭まで
とします（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前
９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）。

　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ�　産業廃棄物収集運搬業許可証の写し（汚泥を含

む）
　⑷　提出方法
　　　持参とします。
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
　　イ　交付日時
　　　�　令和４年３月10日㈭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３月10日㈭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３月11日㈮午前９時から令和４年３月15
日㈫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３月22日㈫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３月25日㈮　午前10時
　　イ　入札場所
　　　　川崎市川崎区東扇島38－１
　　　　川崎マリエン３階会議室
　⑶　入札保証金
　　　免除
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低
価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

９　契約の手続き等
　　次により契約を締結します。
　⑴　契約保証金は次のとおりとします。
　　　契約金額の10％とします。
　　�　ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場
合は、免除とします。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
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　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、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479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２月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
３　予定建築物の用途
　　
　　　　　　　　　　　　　　　
４　開発許可年月日及び許可番号
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　───────────────────

川崎市公告第480号
　令和４・５年度ＥＳＧファイナンスモデル事業業務委
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２月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　公募型企画提案に関する事項
　⑴　件　　名　�令和４・５年度ＥＳＧファイナンスモ

デル事業業務委託
　⑵　業務事項　
　　ア　ＥＳＧファイナンスモデル事業の実施
　　イ　ＥＳＧ投融資研究会（仮称）の運営補助
　⑶　委託期間　契約締結日から令和６年３月15日
２　提案書の提出者の資格
　⑴　次の条件をすべて満たしていること。
　　ア�　国内外のサステナブルファイナンス、社会的イ

ンパクト評価に関する専門知識を有し、委託業務
の遂行に必要な組織、人員を有していること

　　イ�　中小企業へのＥＳＧ投融資における様々な課題
について、実態調査やモデル事業の実施等による
課題解決策の立案、関係者間の合意形成、様々な
ステークホルダーの参加促進等を実施できる、優
れた課題解決のための能力を持つこと

　　ウ�　会議（検討会、研究会、委員会等）の企画・運
営に関するノウハウと実績があること

　　エ�　事業実施に際し、別紙仕様書に定める金融機関
との連携が可能であること

　　オ�　事業管理を行うにあたり、適切な会計管理及び
再委託事業者等への指導ができる専門知識を有す
る人材が内部に確保できる又はそのための体制が
組めること

　　カ�　モデル事業の実施にあたり実行した投融資期間
中は、本事業に関係する事後調査等について可能
な限り協力すること

　　キ�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に
おいて、業種「その他」、種目「その他」に登録
がある者

　　　�　ただし、参加意向申出書提出時に、川崎市業務
委託有資格業者名簿の登録申請に係る所定の書類
を提出し、同等の資格を有すると認められた場合
は、落札後に登録することを前提として、登録申
請している者と同等に扱うこととします。

　ク�　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はない者

　ケ�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でない者

　コ�　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更
生手続開始の申立がなされていない者及び民事再生



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日川 崎 市 公 報

－1565－

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

　サ�　ＮＰＯ法人においては、特定非営利活動促進法第
２条別表19（前各号に掲げる活動を行う団体の運営
又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動）に該
当する活動を行う者、その他の法人においては定款
等により同様の事業目的が確認できるもの

　シ�　法人及び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

　ス�　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
法人及び暴力団員等と密接な関係を有することのな
い者

　セ�　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例
第75条）第23条第１項又は第２項の規定に違反しな
い者

３　提案者を特定するための評価基準
　⑴　企画提案の視点・内容
　⑵　提案内容の工夫
　⑶　事業実施体制
　⑷　取組意欲・積極性
　⑸　提案内容の実行可能性
　⑹　経済性・効率性
４　担当部局
　　川崎市経済労働局国際経済推進室
　　〒210－0007
　　神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－２
　　川崎フロンティアビル10階
　　電話（直通）　：044－200－2363
　　FAX：044－200－3920　
　　メールアドレス：28keisu@city.kawasaki.jp
５　参加意向申出書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年３月８日㈫16時
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶�　提出方法　持参又は郵送（書留郵便等の配達記録
が残る場合に限る。）

６　企画提案書の提出の期限、場所及び方法
　⑴　受付期限　令和４年３月22日㈫16時
　⑵　受付場所　４の担当部局と同じ
　⑶　提出書類　�企画提案書（８部）、提案者概要（企

業パンフレット等）（８部）、業務実施
体制（８部）、類似事業の実績（８部）、
所要経費・概算見積書（８部）

　⑷　提出方法　�持参又は郵送（書留郵便等の配達記録
が残る場合に限る。）

７　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

８　契約書作成の要否
　　要する。
９　関連情報を入手するための照会窓口
　　４と同じ
10　その他必要と認める事項
　⑴�　業務規模概算額　20,000,000円（消費税及び地方
消費税を含む。）

　⑵�　提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担
の有無

　　�　企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、
公募型企画提案参加者の負担とします。

　⑶　その他
　　ア�　選考結果の発表は令和４年３月29日㈫を予定し

ています。
　　イ�　詳細につきましては、本公募型企画提案公募要

領を御参照ください。
　　ウ�　当該落札決定の効果は、令和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481号
　川崎市ケアプラン点検業務に関する一般競争入札につ
いて、次のとおり公告します。
　　令和４年２月28日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　川崎市ケアプラン点検業務
　⑵　履行場所
　　　健康福祉局長寿社会部介護保険課　ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　ケアプラン点検業務の実施
２　競争入札参加資格者に関する事項
　�　入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満た
さなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
業種「その他業務」種目「その他」に登載されてい
ること。

　⑷�　この調達内容について、本市又は他官公庁におい
て類似の契約実績（元請に限る）を平成30年４月１
日以降に有すること。

３　入札参加申込書の配布及び提出
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　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所
　　�　〒212-0013　川崎市幸区堀川町580番地
　　　ソリッドスクエア西館10階　介護保険課
　　　電話　044-200-2687（直通）、FAX　044-200-3926
　⑵　配布・提出期間
　　　令和４年２月28日㈪から令和４年３月４日㈮
　　�　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く
午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時ま
で）

　　※�入札参加申込書については、川崎市ホームページ
掲載の、「川崎市ケアプラン点検業務契約に係る
一般競争入札の入札情報の公表について」よりダ
ウンロードできます。https://www.city.kawasaki.
jp/kurashi/category/23-1-20-0-0-0-0-0-0-0.html

　⑶　提出書類
　　ア　入札参加申込書
　　イ　上記２⑷を証明する契約書等の写し
　⑷　提出方法
　　　原則郵送とします。
　　�　来庁による提出を御希望の場合は、事前にお電話
にて御連絡ください。

　⑸　その他
　　ア　提出された入札参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された入札参加申込書等の差替え及び再提

出は認めません。
　　ウ�　入札参加申込書等に関する問い合わせ先は、３

⑴の場所とします。
４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　上記３により、入札参加申込書を提出し、一般競争
入札参加資格があると認めた者には、確認通知書を交
付します。また、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登
録した際に電子メールのアドレスを登録している場合
は、電子メールで配信します。
　�　なお、電子メールのアドレスを登録していない場合
は、お電話にて御連絡ください。
　⑴　交付日時
　　　令和４年３月９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）

　⑵　場　所
　　　３⑴と同じ
　⑶　その他
　　�　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３
⑵の期間、縦覧に供します。また、インターネット
からダウンロードできます。

　　�　なお、インターネットから入手できない者には、

申出により無償で入札説明書を交付します。
　　�　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電
子メールのアドレスを登録している場合は、確認書
と一括して自動的に電子メールで配信します。

　⑷　入札説明会
　　�　実施しません。
５　仕様書等に関する質問・回答
　�　次により、仕様書等の内容に関し、質問することが
できます。
　�　また、仕様書等以外の質問は受け付けません。
　�　なお、入札参加者以外の質問には回答しませんので
御注意ください。
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴と同じ
　⑵　質問書の提出期間
　　�　令和４年３月９日㈬から令和４年３月17日㈭午後
５時まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メールによります。
　　　電子メール　40kaigo@city.kawasaki.jp
　⑸　回答日
　　　令和４年３月18日㈮
　⑹　回答方法
　　�　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、全
ての質問及び回答を電子メールにて配信します。

　　�　なお、回答後の再質問は受付しません。
６　競争入札参加資格の喪失
　�　入札参加資格があると認められた者が、次の各号の
いずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失しま
す。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をし
たとき。

７　入札手続等
　⑴�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行いま
す。また、この金額には契約期間内のサービス提供
及びサービス導入に際して必要となる各種作業等に
係る一切の費用を含め見積もるものとします。

　⑵�　契約金額は、入札書に記載された金額に100分の
10（消費税及び地方消費税）に相当する額を加算し
た金額となりますので、入札者は見積った契約希望
金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載し
てください。

　⑶�　入札は所定の入札書をもって行います。入札件名
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を記載した封筒に入札書及び見積額の内訳書（任意
様式）を封入・封印して提出してください。

　⑷　入札・開札の日時及び場所
　　ア　入札日時　令和４年３月22日㈫　午後４時
　　イ　入札場所　�川崎市幸区堀川町580番
　　　　　　　　　ソリッドスクエア西館10階　
　　　　　　　　　健康福祉局会議室10Ｃ
　　　　　　　　　※�ソリッドスクエア西館10階健康福

祉局に到着されましたら、入口の
内線（32642番）にて川崎市ケア
プラン点検業務の入札担当を呼び
出してください。10Ｃを御案内し
ます。

　⑸　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。）
　⑹　入札保証金
　　　免除とします。
　⑺　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。

　　�　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと
があります。

　⑻　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び ｢
川崎市競争入札参加者心得｣ 第７条に該当する入札
は無効とします。

８　契約の手続等
　⑴�　契約保証金は、契約金額の10％です。なお、落札
者が決まった時点で免除できるかを判断します。（川
崎市契約規則第32条及び第33条第５号）

　⑵　契約書作成の要否
　　�　必要とします。
　⑶�　契約条項等の閲覧川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入札
情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧すること
ができます。

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

　⑵�　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴に同
じです。

　⑶�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑷�　本契約の効果発生には、令和４年第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し
ます。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第126号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　がん検診に係る受診勧奨はがきの作成及び発送業
務委託

　⑵　履行場所
　　　本市指定場所
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和４年11月30日
　⑷　業務内容
　　　仕様書のとおり
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、「令和３・４年度川崎市業者
委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「その
他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達内容について確実に履行することができ
ること。

　⑸�　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と本業務と
種類及び規模（処理件数20万件以上）をほぼ同じく
する契約を１回以上にわたって締結し、これらを誠
実に履行した具体的な事例・実績を有していること。

３�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書及び実績調書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580
　　　（ソリッドスクエア西館12階）
　　　健康福祉局保健所健康増進課　疾病予防担当
　　　電話� 044（200）2431
　　　FAX� 044（200）3986
　　　E-mail　40kenko@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
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さい。）
　　�　入札説明書、競争参加申込書及び実績調書は、イ
ンターネットからダウンロードすることができます
（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄の
「財政局入札公表」の中にあります。「入札情報かわ
さき」のアドレスを参照してください。）

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年３月10日㈭から令和４年３月16日㈬まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
までとします。

　⑶　提出物
　　ア　競争参加申込書
　　イ　実績調書
　　　�　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から
ダウンロードすることが可能です。ダウンロード
できない場合は、上記⑴の場所で上記⑵の期間に
配布します。

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
　⑸　その他
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差替え又は再提

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３

⑴の場所とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込
書等を提出した者に令和４年３月18日㈮までに、電子
メール又はＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年３月18日㈮から令和４年３月24日㈭午後
５時15分まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、上記３⑴まで持参（土曜及び日曜を除く）、
ＦＡＸ又は電子メールで提出してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月28日㈪までに、
競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールで回答しま
す。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
きません。

　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格申請書及び実績調書につい
て、虚偽の申請をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札･開札の場所及び日時
　　ア　日時　令和４年３月31日㈭午前11時00分
　　イ　場所　川崎市幸区堀川町580
　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階12D会議室
　⑵　入札の方法・金額等
　　ア�　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の
代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押
印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で
す。また、入札書には、住所、商号又は名称、代
表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に
使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　イ�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い
ます。なお、この金額には契約期間内のサービス
提供及びサービス導入に際して必要となる各種作
業等に係る一切の費用を含め見積るものとします。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額にこの金額の100分の10（消費税及び地方消費
税）に相当する額を加算した金額をもって落札価
格とするので、入札者は見積った契約希望金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載してく
ださい。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札をした者を落札者とします。

　⑸　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無
効とします。

　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限
及び開札の立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
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に立ち会わない者を除きます。
８　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」の契約関係
規程において閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、
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上記３⑴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（調達）第127号
　一般競争入札について、次のとおり公告します。
　　令和４年３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　がん検診に係る封書の作成、封入封緘及び発送業
務委託

　⑵　履行場所
　　　本市指定場所
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和４年11月30日
　⑷　業務内容
　　　仕様書のとおり
２　競争参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、「令和３・４年度川崎市業者
委託有資格業者名簿」の業種「その他」種目「その
他」に登載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　この調達内容について確実に履行することができ
ること。

　⑸�　過去２箇年の間に本市その他の官公庁と本業務と
種類及び規模（処理件数20万件以上）をほぼ同じく
する契約を１回以上にわたって締結し、これらを誠
実に履行した具体的な事例・実績を有していること。

３�　入札説明書等の配布、競争参加申込書提出及び問合
せ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により競争参
加申込書及び実績調書を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒212-0013
　　　川崎市幸区堀川町580
　　　（ソリッドスクエア西館12階）
　　　健康福祉局保健所健康増進課　疾病予防担当
　　　電話� 044（200）2431
　　　FAX� 044（200）3986
　　　E-mail　40kenko@city.kawasaki.jp
　　�　（ただし、本メールアドレスに電子メールを送信
する場合は必ず開封確認メッセージを要求してくだ
さい。）

　　�　入札説明書、競争参加申込書及び実績調書は、イ
ンターネットからダウンロードすることができます
（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の欄の
「財政局入札公表」の中にあります。「入札情報かわ
さき」のアドレスを参照してください。）

　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年３月10日㈭から令和４年３月16日㈬まで
の午前８時30分から正午及び午後１時から午後５時
までとします。

　⑶　提出物
　　ア　競争参加申込書
　　イ　実績調書
　　　�　川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の

「入札情報」委託の欄の「財政局入札公表」から
ダウンロードすることが可能です。ダウンロード
できない場合は、上記⑴の場所で上記⑵の期間に
配布します。

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
　⑸　その他　
　　ア　提出された競争参加申込書等は返却しません。
　　イ�　提出された競争参加申込書等の差替え又は再提

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３

⑴の場所とします。
４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、競争参加申込
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書等を提出した者に令和４年３月18日㈮までに、電子
メール又はＦＡＸで送付します。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　上記３⑴に同じ
　⑵　質問受付期間
　　�　令和４年３月18日㈮から令和４年３月24日㈭午後
５時15分まで

　⑶　質問書の様式
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、上記３⑴まで持参（土曜及び日曜を除く）、
ＦＡＸ又は電子メールで提出してください。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和４年３月28日㈪までに、
競争参加者全てにＦＡＸ又は電子メールで回答しま
す。

６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　競争参加資格があると認められたものが、次のいず
れかに該当するときは、この入札に参加することがで
きません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格申請書及び実績調書につい
て、虚偽の申請をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札･開札の場所及び日時
　　ア　日時　令和４年３月31日㈪午後１時15分　
　　イ　場所　川崎市幸区堀川町580
　　　　　　　ソリッドスクエア西館12階12D会議室
　⑵　入札の方法・金額等
　　ア�　所定の入札書により入札してください。なお、

代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の
代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押
印（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要で
す。また、入札書には、住所、商号又は名称、代
表者の役職及び氏名を明示し、本市の業者登録に
使用した印鑑による押印及び封印をしてください。

　　イ�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い
ます。ただし、入札後に入札金額の内訳（仕様書
別紙１～２にかかる費用の内訳）を求めますので、
予め準備してください。なお、この金額には契約
期間内のサービス提供及びサービス導入に際して
必要となる各種作業等に係る一切の費用を含め見
積るものとします。

　　ウ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額にこの金額の100分の10（消費税及び地方消費
税）に相当する額を加算した金額をもって落札価
格とするので、入札者は見積った契約希望金額の

110分の100に相当する金額を入札書に記載してく
ださい。

　⑶　入札保証金
　　　免除とします。
　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札をした者を落札者とします。

　⑸　入札の無効　
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市競争入札参加者心得第７条に該当する入札は無
効とします。

　⑹　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた書類
（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。

　⑺　再度入札の実施
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。

８　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除とします。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市ホームページ内「入札情報」の契約関係
規程において閲覧することができます。

９　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、
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上記３⑴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（調達）第128号
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　　　入　　札　　公　　告
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名　�令和４年度川崎市立学校校務用コンピ

ュータ機器賃貸借契約
　⑵　履行場所　川崎市立学校及び教育委員会等
　　　　　　　　181拠点
　⑶　履行期間　�令和４年９月１日から令和９年８月31

日
　⑷　概　　要　仕様書によります。
２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給
等有資格業者名簿」の業種「リース」に登載されて
おり、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているこ
と。

　　�　なお、令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件
の供給等有資格業者名簿」に登載のない者（入札参
加業種に登載のない者を含む。）は財政局資産管理
部契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和
４年３月17日㈭までに行ってください。

　⑷�　本市又は他の官公庁において過去５年以内に類似
の契約実績を有すること。

３　一般競争参加申込書の配布及び提出
　�　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
　⑴　一般競争入札参加申込書等配布及び提出場所
　　　〒213－0001　川崎市高津区溝口６－９－３
　　　川崎市総合教育センター　３階
　　　情報・視聴覚センター
　　　電話　044－844－3712
　⑵　配布及び提出期間
　　　令和４年３月10日㈭から令和４年３月24日㈭まで
　　　午前８時30分～正午及び午後１時～５時
　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
　⑶　提出方法
　　�　持参に限ります。申込書及び入札説明書は、イン
ターネットからダウンロードすることができます
（「入札情報かわさき」の「入札情報」の物品の欄の
「入札公表」の中にあります。）。ダウンロードがで

きない場合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で
配布します。

　　�　なお、一般競争入札参加申込書に記載した実績を
確認できる書類（契約書の写し等）を併せて持参し
てください。契約の履行を証明する書類が日本語以
外の記載の場合は、その翻訳文を添付してください。

　　�　（「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.
jp/233300/index.html）

４　競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　競争入札参加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３月31日㈭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３月31日㈭の午前８時30分から午後
５時（正午から午後１時までを除く）に、３⑴にて、
書類を交付します。
５　仕様・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３月10日㈭から令和４年４月７日㈭
　　　午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く）
　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するＦＡＸまたは電子メールアドレ
スあて送付してください。

　　�　なお、質問書を送付したときは、その旨担当まで
御連絡ください。（土曜日、日曜日及び祝日を除く、
午前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５
時まで）

　⑷　回答方法
　　�　質問があった場合の回答は、令和４年４月14日㈭
までに、競争入札参加資格があると認められた者あ
てに、ＦＡＸまたは電子メールアドレスにて送付し
ます。

　　�　なお、競争入札参加資格があると認められた者以
外からの質問には、回答しません。

６　カタログの提出について
　�　競争入札参加資格があると認められた者については、
導入予定機種等のカタログを令和４年４月21日㈭午後
５時までに３⑴の場所に提出してください。
　�　なお、落札者については、落札決定後、契約書類と
して機器明細書の提出を求めます。
７　競争入札参加資格の喪失
　�　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい
ずれかに該当するときは、この入札に参加することが
できません。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満
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たさなくなったとき。
　⑵�　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の
記載をしたとき。

８　入札手続等
　⑴　入札方法等
　　�　入札金額は、税抜きの総額で行います。月額の賃
貸借料（税抜きで１円未満の端数を切り捨てた額）
を月数（60 ヶ月）で乗じる方法で見積もりしてく
ださい。

　　�　なお、入札に際しては、川崎市競争入札参加者心
得第３条第２項の規定に関わらず、契約希望金額か
ら消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金
額を入札書に記載してください。

　　ア　入札書の提出日時
　　　　令和４年４月28日㈭　午前９時30分
　　イ　入札書の提出場所
　　　　川崎市総合教育センター　３階　第５研修室
　　　　川崎市高津区溝口６－９－３
　　ウ　郵送による場合の入札書の受領期限
　　　　令和４年４月27日㈬
　　　�　郵送による場合は、期日までに到着するように

書留郵便等の記録が残る方法で送付してください。
　　　�　なお、入札書を送付したときは、速やかに、そ

の旨担当まで御連絡ください。（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）

　　エ　郵送による場合の入札書の宛先
　　　　３⑴に同じ
　⑵　入札保証金　　　免除
　⑶　開札の日時　　　８⑴アに同じ
　⑷　開札の場所　　　８⑴イに同じ
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効
な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

　⑺　再入札の実施
　　�　落札者が無い場合は、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　入札及び開札に立ち会うものに関する事項
　�　代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入
札前に委任状を提出しなければなりません。入札当日
は、委任状及び代理人の印鑑を持参してください。
　�　また、代表者本人の場合は名刺を持参してください。

　�　なお、開札においては、競争参加資格確認通知書を
持参してください。
10　契約手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金　　　　契約金額の10％
　　　　　　　　　　　　�ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除。
　⑵　前払金　　　　　　否
　⑶　契約書作成の要否　要
　⑷　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、
上記３⑴の場所及び川崎市ホームページの「入札情
報 」（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）の「契約関係規定」で閲覧することができま
す。

11　その他
　⑴�　この契約において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑶�　入札に関する苦情等については、川崎市政府調達
苦情検討委員会へ申立てることができます。

　⑷�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額
について減額又は削除があった場合は、この契約を
変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸　支払については、毎月払いとします。
　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。

12　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�products�to�be�leased:
　　　�Lease�computers�installed�in�Elementary�schools,�

Junior�high�schools,�Special�support�schools�and�
the�education�center�in�Kawasaki�City.

　⑵　Time-limit�for�tender:
　　　9:30�A.M�28�Apr�2022
　⑶　Time-limit�for�tender�by�mail:
　　　27�Apr�2022
　⑷　Contact�point�for�the�notice
　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE
　　　�KAWASAKI�CITY�Comprehensive�Education�

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

Kanagawa�213-0001,�Japan
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　　　TEL:044-844-3712
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第129号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和４年３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称
　�　川崎市立学校校務用コンピュータ（増加分）機器賃
貸借契約（令和４年３月31日導入分）
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　川崎市総合教育センター
　　川崎市高津区溝口６－９－３
３　契約の相手方を決定した日
　　令和４年１月31日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　　富士通リース　株式会社　横浜支店
　　支店長　谷頭　洋一
　　横浜市西区高島一丁目１番２号
５　落札金額（消費税及び地方消費税を除く）
　　22,803,600円
６　契約の相手方を決定した手続き
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　　令和３年12月10日
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第130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３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　件名
　　教職員人事評価システム構築業務委託
２　事業概要
　�　教職員の人事評価は、エクセルや紙による事務を行
っているが、教職員用の人事評価システムを構築し、
IT化の促進により、学校及び事務局での管理等の利
便性を図り、円滑な学校運営に寄与することを目的と
する。
３　履行期間
　　契約締結日から令和５年３月31日㈮まで
４　履行場所
　�　川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課、川崎
市総合教育センター等
　�　（川崎市立小学校114校、中学校52校、高等学校５校、
特別支援学校４校）

５　参加資格
　�　この企画提案に参加するには、次の事項を全て満た
している必要があります。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　⑶�　プレゼンテーション実施日までに、令和３・４年
度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「電算関連
業務」、種目「システム・ソフト開発」に登録され
ていること。

　⑷�　「ISO/IEC　27001」に規定する情報セキュリティ
マネジメントシステムの認証又は個人情報の取扱い
に係るプライバシーマーク等の認定を取得している
こと。

　⑸�　教職員人事評価システムをオンラインで一元管理
し、教職員人事評価事務を実施するためのパッケー
ジシステムについて、中核市程度以上の規模を有す
る自治体において導入していること。

　⑹�　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。

６　募集要領及び仕様書の配布
　⑴　配布期間
　　　令和４年３月10日㈭から令和４年３月17日㈭まで
　　�　閉庁日を除く、９時から12時まで及び13時から17
時までとします。

　⑵　配布場所
　　　「８　事務局」と同じ。
　　　※�川崎市ホームページからもダウンロードするこ

とができます。
　　　　「入札情報かわさき」のアドレス
　　　�　http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.

htmlを参照してください。
７　参加意向申出書の受付
　�　本公募への参加を希望する場合は、本要領に添付さ
れた「参加意向申出書」（様式１）に必要事項を記入
の上、次のとおり持参又は郵送により御提出ください。
　⑴　受付期間
　　　令和４年３月10日㈭から令和４年３月17日㈭まで　
　　�　閉庁日を除く、９時から12時まで及び13時から17
時までとします。

　　�　郵送の場合は３月17日17時到着分まで有効としま
す。郵送の場合は電話にて到着確認を行ってくださ
い。

　⑵　受付先
　　　「８　事務局」と同じ。
　⑶　提出書類
　　ア　参加意向申出書（様式１）
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　　イ　参加申込業者の事業概要がわかる資料
　　ウ�　５⑷の内容について証明する書類（認証の写し

等）
　　エ�　５⑸の内容について証明する書類（契約書の写

し等）
　⑷　資格確認結果の通知
　　�　「参加意向申出書」（様式１）に基づき資格を確認
後、申出者全員に対し、次により「参加資格確認結
果通知書」（様式２）を交付します。

　　ア　交付日
　　　　令和４年３月25日㈮
　　イ　交付方法
　　　�　「参加意向申出書」（様式１）に記載されている

電子メールのアドレス宛に、電子メールにて配信
します。

８　事務局（問い合わせ先及び提出先）
　　〒210-0004　川崎市川崎区宮本町６番地
　　明治安田生命川崎ビル２階
　　�川崎市教育委員会事務局職員部教職員人事課人材育
成・評価担当　永井洋子・水口想

　　電話：044（200）0367
　　電子メール：88kyojin@city.kawasaki.jp
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第131号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　川崎市応急手当普及啓発活動事業に関する業務委
託

　⑵　履行場所
　　�　川崎市内の各消防署ほか、市内事業所等
　⑶　履行期間
　　�　令和４年４月25日から令和５年３月31日まで
　⑷　業務内容
　　　仕様書のとおり
２　競争参加資格
　�　本件入札は、次の関係する条例、規則等を理解し、
また次の条件をすべて満たす者が参加できるものとす
る。
　⑴　関係条例、規則等
　　ア　川崎市契約条例
　　イ　川崎市契約規則
　　ウ　川崎市一般競争入札実施要綱
　　エ　川崎市入札参加資格者指名停止等要綱
　　オ　川崎市競争入札参加者心得
　⑵�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。
　⑶�　入札期日において、令和３・４年度川崎市「業務
委託有資格業者名簿」の業種「その他業務」、種目「催
物会場設営及びイベント，運営・企画」に登録され
ていること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加
の申込みをしなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　郵便番号210－8565
　　　川崎市川崎区南町20番地７
　　　消防局警防部救急課救急指導係
　　　（消防局総合庁舎７階）
　　　電　話　044－223－2627
　　　ＦＡＸ　044－223－2619
　　　Email：84kyukyu@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年３月10日㈭から令和４年３月16日㈬まで
の土日祝日を除く午前９時00分から正午及び、午後
１時00分から午後５時00分までとします。

　⑶　提出物
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　　�　川崎市ホームページ内 ｢入札情報かわさき｣ の ｢
入札情報｣ 委託の欄の ｢財政局入札公表｣ からダウ
ンロードできます。

　⑷　提出方法
　　　持参とします。
　⑸　入札仕様書の配布
　　�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布に併せて、
無償で入札仕様書及び入札説明書を交付します。ま
た、一般競争入札参加資格確認書、入札仕様書等は
川崎市インターネットホームページ「入札情報かわ
さき」によりダウンロードすることができます。

　　�（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
４　仕様に関する問い合わせ
　⑴　上記３⑴に同じ
　⑵　質問書受付日
　　　令和４年３月18日㈮午前９時00分から
　⑶　質問書受付締切日
　　　令和４年３月22日㈫午後５時00分まで
　⑷　回答日
　　�　令和４年３月24日㈭午後３時00分までに参加者宛
て文書（ファクシミリ又は電子メール）にて送信し
ます。

５　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
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　�　一般競争入札参加資格確認通知書は、一般競争入札
参加資格確認申請書を提出した者に令和４年３月18日
㈮までに、ファクシミリ又は電子メールで送付します。
６　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれか又は複数に該当するときは、この入札に参
加することはできません。
　⑴　上記２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書に虚偽の記載を
したとき。

７　入札手続き等
　⑴　入札・開札の日時及び場所　　
　　　日時：令和４年３月25日㈮午前11時00分
　　　場所：川崎市川崎区南町20番地７
　　　消防局総合庁舎６階情報収集室
　⑵　入札の方法・金額等
　　　所定の入札書により入札してください。
　　�　代表者以外の方が代理で入札する場合、入札書の
代表者名の下部に代理人氏名の記載と代理人の押印
（委任状に押印したものと同じ印鑑）が必要です。

　　�　入札書には、見積もった契約希望金額から消費税
及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を記載
するものとします。

　⑶　入札書の提出方法
　　　持参（郵送提出不可）
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低
価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

　⑺　入札及び開札に立ち会う者に関する事項
　　�　入札及び開札に立ち会う者は、入札に関する権限
及び開札の立ち会いに関する権限の委任を受けた書
類（委任状）を事前に提出しなければなりません。

　　�　また、入札場所に入場するときに、「一般競争入
札参加資格確認通知書」の提示を求める場合があり
ますので、必ず持参してください。　　

　⑻　再度入札の実施　
　　�　落札者がない場合は、ただちに再度入札を行いま
す。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加
者心得第７条の規定により無効とされた者及び開札
に立ち会わない者を除きます。

８　契約手続き等
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規
則第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書の作成を要します。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得は、
川崎市ホームページ「入札情報かわさき」の「契約
関係規定」から閲覧することができます。

　　（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）
９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵�　当該落札決定の効果は、令和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。

　⑶　その他問い合わせ窓口
　　　上記３⑴に同じです。
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第132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３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　消防訓練等業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市内の各消防訓練等実施場所
　⑶　履行期間
　　　令和４年５月１日から令和５年３月31日まで
　⑷　調達概要
　　�　地震体験車の派遣を伴う消防法（昭和23年法律第
186号）第８条等に基づく訓練指導。地震体験車の
派遣を伴うその他の訓練指導。地震体験車の日常点
検、清掃等の維持管理。地震体験車の点検、修理等
に係る回送業務。機関運用日誌の記録。地震体験車
の派遣の広報。その他必要と認められる業務。

２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条に該当しないこと。

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

　⑶�　「令和３・４年度業務委託有資格業者名簿（川崎
市）」の業種「その他業務」種目「催物会場設営及
びイベント、運営・企画」に登緑されていること。
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３�　一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び
問い合わせ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により一般競
争入札参加資格確認申請書を提出しなければなりませ
ん。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　〒210－8565
　　　川崎市川崎区南町20番地７
　　　川崎市消防局予防部予防課予防係
　　　電話　044－223－2707（直通）
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年３月10日㈭から令和４年３月16日㈬まで
の、土日祝日を除く午前９時から正午まで及び午後
１時から午後５時まで。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
並びに入札説明会
　�　上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を
提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認
通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格
業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録
している場合は、電子メールで配信されます。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月18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。

　⑵　場所
　　　３⑴に同じ
　⑶　入札説明書及び仕様書の交付
　　�　入札説明書及び仕様書は３⑴の場所において、３
⑵の期間で縦覧に供します。また、川崎市ホームペ
ージの「入札情報かわさき」からダウンロードでき
ま す（https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.
html）。

　　�　なお、インターネットから入手できない者には、
申し出により無償で交付します。川崎市業務委託有
資格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを
登録している場合は、一般競争入札参加資格確認通
知書と一括して自動的に電子メールで配信されます。

　⑷　入札説明会
　　　実施しません。
５　仕様書等に関する問い合わせ
　⑴　問い合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　受付期間
　　�　令和４年３月18日㈮から令和４年３月22日㈫の午
前９時から午後５時まで。

　⑶　質問書の様式

　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出
してください。

　⑷　質問受付方法
　　　電子メール又はＦＡＸによります。
　　ア　電子メール　84yobo@city.kawasaki.jp
　　イ　ＦＡＸ　　　044－223－2795
　⑸　回答方法
　　�　令和４年３月24日㈭午後３時までに、一般競争入
札参加資格確認通知書を交付した全ての者に電子メ
ール又はＦＡＸで送付します。なお、この入札の参
加資格を満たしていない者からの質問に関しては回
答しません。

６　競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札資格を喪失します。
　⑴　開札前に上記２のいずれかの条件を欠いたとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等
について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等
　⑴　入札方法
　　　本市指定の入札書による入札方式とします。
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時：令和４年３月25日㈮午前10時
　　イ　場所：川崎市川崎区南町20番地７　
　　　　　　　川崎市消防局総合庁舎６階情報収集室
　⑶　入札書の提出方法
　　　持参とします。
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条に基づき作成した予定価格
の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行っ
た者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場
合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格の無いものが行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入
札は無効とします。

８　契約手続等
　⑴　契約保証金は、次のとおりとします。
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　前払金
　　　否
　⑶　契約書作成の要否
　　　必要とします。
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　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、
川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の「契
約関係規定」から閲覧することができます（https://
www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）。

９　その他
　⑴�　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日
本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵　本件業務の詳細は入札説明書によります。
　⑶�　当該落札決定の効果は、令和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（調達）第133号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　�　オンライン相談用パーソナルコンピュータ保守業
務委託

　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎ほか
　⑶　履行期間
　　　令和４年５月１日から令和９年２月28日まで
　⑷　委託概要
　　�　オンライン相談用に別途調達したパーソナルコン
ピュータを継続的に利用するために必要な機器の保
守を行う作業を委託するもの

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度業務委託有資格業者名簿の業種「電
算関連業務」、種目「その他の電算関連業務」に登
載されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３�　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の
配布、提出及び問合せ先
　�　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書
等が添付された入札説明書については、川崎市のホー
ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、
次の配布・提出場所においても配布します。
　�　また、この入札に参加を希望する者は、次により一
般競争入札参加資格確認申請書を提出しなければなり

ません。
　⑴　配布・提出場所及び問合せ先
　　　〒210－8577
　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　川崎市役所第３庁舎11階
　　　総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課　村石、谷
　　　電話　　044－200－2109（直通）
　　　ＦＡＸ　044－200－0622
　　　電子メール　17ictsui@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和４年３月10日㈭から３月18日㈮までとします
（８時30分から正午まで及び13時00分から17時15分
まで（土日祝日を除く。））。

　⑶　提出方法
　　�　持参又は郵送（いずれの場合も、令和４年３月18
日㈮17時15分までに、必要な書類全てが川崎市役所
総務企画局情報管理部ＩＣＴ推進課に確実に到着す
る必要があります。）

４�　一般競争入札参加資格確認通知書及び入札説明書等
の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま
す。
　⑴　日時
　　�　令和４年３月24日㈭13時00分から17時15分まで
　　�　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に
電子メールアドレスを登録している場合は、同日の
未明に電子メールで配信されます。

　⑵　場所
　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。
５　仕様に関する問合せ
　⑴　問合せ先
　　　「３⑴配布・提出場所及び問合せ先」と同じです。
　⑵　問合せ受付期間
　　�　令和４年３月24日㈭から３月29日㈫までとします
（８時30分から正午まで及び13時00分から17時15分
まで（土日祝日を除く。））。

　⑶　問合せ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３
⑴の問い合わせ先まで電子メール又は持参で送付し
てください。また、質問書を電子メールで提出した
場合は、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで電話
で御連絡ください。ただし、入札参加資格のない者
からの質問には回答しません。

　⑷　回答
　　�　令和４年４月１日㈮までに、入札参加資格がある
と認められる者に対し、電子メールで送付します。

６　競争入札参加資格の喪失
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　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記「２　一般競争入札参加資格」の各
号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等に
ついて、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　ア�　入札は、総額（税抜き）を入札金額として行い

ます。また、この金額には契約期間内のサービス
提供及びサービスの導入に際して必要となる各種
作業等に係る一切の費用を含め見積るものとしま
す。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に消費税額及び地方消費税額を加算した金額を
もって落札価格とするので、入札者は見積った契
約金額から消費税額及び地方消費額税に相当する
金額を除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札方法
　　�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書に入札
件名を記載した封筒に封印して提出してください。

　⑶　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時　令和４年４月６日㈬11時00分
　　イ　場所　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　川崎市役所第３庁舎９階開発室
　⑷　入札書の提出方法
　　　持参
　⑸　入札保証金
　　　免除とします。
　⑹　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有
効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあります。

　⑺　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川
崎市において定める「川崎市競争入札参加者心得」
第７条に該当する入札は無効とします。

８　開札に立ち会う者に関する事項
　�　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま
す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する
権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前
に提出しなければなりません。また、開札には一般競
争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。
９　再度入札の実施
　�　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。
ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加者心
得」第７条の規定により無効とされた者及び開札に立

ち会わない者を除きます。
10　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　　免除とします。
　⑵　契約書作成の要否
　　　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で
閲覧できます。

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

　⑵�　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・
提出場所及び問合せ先」と同じです。

　⑶�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷�　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（調達）第134号
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年３月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名及び数量
　　ア　高規格救急自動車　　　　　　　　　　３台
　　イ　水槽付消防ポンプ自動車（水Ⅱ型）　　１台
　　ウ　消防ポンプ自動車　　　　　　　　　　３台
　　※　案件ごとに申し込みが必要です。
　⑵　購入（製造）物品の特質等
　　　仕様書によります。
　⑶　納入場所
　　　消防局の指定する場所（川崎市市内）
　⑷　納入期限
　　ア　令和５年３月10日
　　イ　令和５年３月17日
　　ウ　令和５年３月17日
　⑸�　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は
本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を
行ってください。ただし、提出期限までに本市の電
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子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙
入札方式に替えることができます。

２　一般競争入札参加資格に関する事項
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて
満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期
間中でないこと。

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

　⑶�　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等
有資格業者名簿の業種「自動車」に登載されており、
Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部
契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４
年３月25日までに行ってください。

　⑷�　平成23年４月１日以降に、この購入（製造）物品
についての類似の契約実績があること。

　　�　なお、契約実績については、１契約につき
1,000,000円以上とします。また、川崎市以外の他官
公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。

　⑸�　この購入（製造）物品の納入後、保守、点検、修
理、その他アフターサービスを本市の求めに応じて、
速やかに提供できること。

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

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

３　仕様書等の閲覧
　　次により仕様書等を閲覧することができます。
　⑴　窓口での閲覧の場合
　　ア　閲覧場所　川崎市役所財政局資産管理部契約課
　　　　　　　　　担当　菅原
　　　　　　　　　〒210－8577
　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階
　　　　　　　　　電話044－200－2091
　　イ　閲覧期間　�令和４年３月10日～令和４年３月25

日
　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び国民の祝日を

除く。）
　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時
　⑵　インターネットでの閲覧の場合
　　ア�　閲覧場所　�川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の
「入札公表」

　　イ　閲覧期間　�令和４年３月10日～令和４年３月25
日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時
４�　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問
い合わせ先
　�　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して
ください。
　　提出期間　令和４年３月10日～令和４年３月25日
　　　　　　　午前８時～午後８時
　�　ただし、電子入札システムによりがたい者は、上記
３⑴アの場所に、上記３⑴イの期間に申込書等を提出
してください。
　�　なお、申込書等の郵送による提出は認めません。
　⑴　配布・提出場所及び問い合わせ先
　　　上記３⑴アに同じ。
　　�　なお、上記３⑵のとおり、インターネットからも
一般競争入札参加申込書等をダウンロードすること
ができます。

　⑵　配布・提出期間
　　　上記３⑴イに同じ。
　⑶　提出書類
　　ア　一般競争入札参加申込書
　　イ　納入予定物品仕様書
　　ウ�　納入（製造）実績調書（契約内容を確認できる

契約書等の写し含む）
　　エ　アフターサービス・メンテナンス申告書
　　　�　また、提出された書類等に関し説明を求められ

たときは、これに応じなければなりません。提出
された書類等を審査した結果、当該物品を納入す
ることができると認められた者に限り、入札に参
加することができます。

５　入札説明書の交付
　�　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者
に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書
は３のとおり縦覧に供します。
６　仕様書作成担当部署及び担当者
　　消防局総務部施設装備課　　担当　鈴木
　　電話　044－223－2553
７　仕様書に関する質問・回答
　⑴　質問
　　�　次により、仕様書の内容に関して質問することが
できます。

　　�　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付
けません。

　　�　質問することができる方は、入札参加申込を済ま
せた方に限ります。

　　�　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注
意ください。
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　　ア　電子入札システムによる質問方法
　　　�　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。
　　　　入力・提出期間　�令和４年３月10日～令和４年

３月25日
　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時
　　　�　質問入力方法の詳細については、川崎市ホーム

ページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウンロ
ードコーナー」の「入札参加手続関係」）に掲載
している「電子入札システム質問回答機能操作方
法」を参照してください。

　　イ　質問書の提出方法
　　　�　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴アの場所に質問書を持参するか、指定
の電子メールアドレスあてにＷｏｒｄ形式のまま
送付してください。なお、質問書をメールにて送
付した場合は、その旨を上記３⑴アの担当まで御
連絡ください。

　　　　配布・提出期間　�令和４年３月10日～令和４年
３月25日

　　　　　　　　　　　　�（土曜日、日曜日及び祝日を
除く。）

　　　　　　　　　　　　�午前８時30分～正午、午後１
時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　�23keiyak@city.kawasaki.
jp

　　　�　質問書の配布についても、上記３⑴アの場所で
行います。

　　　�　なお、質問書は、川崎市ホームページ（「入札
情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」
の「入札参加手続関係」）に掲載している「質問
書（一般競争入札用）」からもダウンロードでき
ます。

　　　�　また、持参により質問書を提出する場合には、
紙の質問書と併せて、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）にＷ
ｏｒｄ形式のまま保存した質問書を提出してくだ
さい。（どちらか一方の場合には、質問を受け付
けません。）

　⑵　回答
　　ア　回答日　令和４年４月５日　17時まで
　　イ　回答方法
　　　�　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ
イルにし、競争入札参加資格があると認められた
入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入
札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕
様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、
質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　�　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ
ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ
ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に
掲載している「電子入札システム質問回答機能操
作方法」を参照してください。

　　　�　なお、回答後に再質問は受け付けません。
８　一般競争入札参加資格確認通知書の交付
　�　一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和
３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物
品」の委任先メールアドレスに令和４年４月５日まで
に一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。
　�　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな
い者には、令和４年４月５日の午前９時～正午に上記
３⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認通知
書等を交付します。
９　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ
とができません。
　⑴�　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
偽の記載をしたとき。

10　入札の手続等
　⑴　入札方法、日時及び場所
　　�　総価で行います。入札の際、総価に対する単価内
訳の用意をお願いします。

　　�　なお、購入物品の価格のほか、輸送費等納入場所
渡しに要する一切の諸経費等を含めて入札金額を見
積もるものとし、所定の入札書に記載してください。

　　ア�　電子入札システムによる入札の場合
　　　　入札書の提出期限　令和４年４月19日
　　　　　　　　　　　　　午前10時00分
　　イ　持参による入札の場合
　　　ア　入札書の提出日時　令和４年４月19日
　　　　　　　　　　　　　　午前11時00分
　　　イ　入札書の提出場所　川崎市役所入札室
　　　　　　　　　　　　　　�川崎市川崎区砂子１－７

－４　砂子平沼ビル７階
　　ウ　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合
　　　ア　入札書の提出期限　令和４年４月15日　必着
　　　イ　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ
　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　　上記10⑴イに同じ。
　⑶　入札保証金　
　　�　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
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等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
９条第１項第２号の「その者が契約を締結しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の
２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ
なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、
入札書と同時に納付することができます。

　⑷　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し
く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸　入札の無効
　　�　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、
これを無効とします。

11　契約の手続等
　�　次により契約を締結します。ただし、当該落札決定
の効果は、令和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。
　⑴　契約保証金
　　�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免
除します。

　　�　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札
等において、落札したにも係わらず契約を締結しな
かった者、または、本市と契約を締結したにも係わ
らず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規則第
33条第１項第５号の「契約者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがない」と認められません。

　　�　上記の免除規定に該当しない場合は、契約金額の
10パーセントを納付しなければなりません。

　⑵　契約書作成の要否
　　�　必要とします。
　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争
入札参加者心得等は、上記３⑴アの場所において閲
覧できます。

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

　⑵　詳細は、入札説明書によります。
　⑶�　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎
市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると
ころによります。

　⑷�　落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委
員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時
停止することがあります。

13　Summary　
　⑴　�Nature� and� quantity� of� the� products� to� be�

manufactured:�
　　①　High�standard�ambulance� 3�units�
　　②　Fire�pump�car�with�water�tank� 1�units
　　③　Fire�pump�car� 3�units
　⑵　Time-limit�for�tender�:�
　ａ　By�electronic�bidding�system
　　　10:00�A.M.�19�April�2022
　ｂ　Direct�delivery
　　　11:00�A.M.�19�April�2022
　ｃ　By�mail
　　　15�April�2022
　⑶　Contact�point�for�the�notice�:�
　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE
　　　Contract�Section
　　　Property�Administration�Department
　　　Finance�Bureau
　　　�1�Miyamoto-cho,�Kawasaki-ku,�Kawasaki-city,�

Kanagawa
　　　210－8577，Japan
　　　TEL�:�044－200－2091
　⑷　Language:�
　　　�Japanese� is� the� only� language�used� in� all� the�

contract�procedures

税 公 告

川崎市税公告第21号
　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ
きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不
明のため送達することができないので、地方税法（昭和
25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭
和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま
す。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年　度 税　目 期　別
この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

１月
随時分
以降

令和４年２月28日
（１月随時分）

計31件

令和３年度
（令和２年度
課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

１月
随時分

令和４年２月28日
（１月随時分）

計１件

（別紙省略）
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　　　───────────────────
川崎市税公告第22号
　次の市税に係る課税額変更（取消）通知書を別紙記載
の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所
及び事業所が不明のため送達することができないので、
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎
市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定
により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年　度 税　目 期　別
この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和３年度
市民税・県民税
（普通徴収）

第１期
分以降

計２件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第23号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第24号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第25号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。

なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第６号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の指定更新について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づき、
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者
を指定更新したので、同規程第９条第２号の規定により
告示します。
　　令和４年２月24日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第728号
　　氏名又は名称　株式会社すいぱと
　　住　　　所　千葉県市川市河原18番７号
　　代表者氏名　鈴木　豊
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
２　指 定 番 号　第735号
　　氏名又は名称　倭土木工業株式会社
　　住　　　所　東京都小金井市東町五丁目24番12号
　　代表者氏名　望月　泰
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
３　指 定 番 号　第737号
　　氏名又は名称　港ポンプ工業株式会社
　　住　　　所　横浜市神奈川区神奈川二丁目５番10号
　　代表者氏名　鈴木　紀子
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
４　指 定 番 号　第739号
　　氏名又は名称　株式会社第三設備
　　住　　　所　神奈川県厚木市長谷358番地２
　　代表者氏名　佐伯　泰信
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
５　指 定 番 号　第741号
　　氏名又は名称　合資会社カトウ商事
　　住　　　所　神奈川県厚木市妻田北四丁目２番６号
　　代表者氏名　加藤　利夫
　　指定更新日　令和４年２月24日
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　　有 効 期 限　令和９年９月29日
６　指 定 番 号　第742号
　　氏名又は名称　卜部工業有限会社
　　住　　　所　横浜市都筑区中川四丁目11番15号
　　代表者氏名　卜部　洋典
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
７　指 定 番 号　第743号
　　氏名又は名称　株式会社サクラ
　　住　　　所　東京都板橋区氷川町40番９号
　　代表者氏名　桜井　理壱
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
８　指 定 番 号　第744号
　　氏名又は名称　さくら設備工業株式会社
　　住　　　所　横浜市神奈川区菅田町923番地
　　代表者氏名　河内　圭二郎
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
９　指 定 番 号　第745号
　　氏名又は名称　有限会社信葉設備工業
　　住　　　所　東京都町田市成瀬四丁目５番７号
　　代表者氏名　出利葉　康
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
10　指 定 番 号　第747号
　　氏名又は名称　星崎設備工業株式会社
　　住　　　所　東京都町田市野津田町847番地
　　代表者氏名　星崎　学
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
11　指 定 番 号　第748号
　　氏名又は名称　東洋水工株式会社
　　住　　　所　横浜市戸塚区名瀬町2222番地１
　　代表者氏名　田中　顕輔
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
12　指 定 番 号　第750号
　　氏名又は名称　株式会社井口設備工業
　　住　　　所　川崎市高津区子母口421－101
　　代表者氏名　井口　潤
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
13　指 定 番 号　第754号
　　氏名又は名称　株式会社双和
　　住　　　所　神奈川県座間市明王３番地８
　　代表者氏名　細沼　岳史
　　指定更新日　令和４年２月24日

　　有 効 期 限　令和９年９月29日
14　指 定 番 号　第757号
　　氏名又は名称　株式会社ジャパンリフォーム
　　住　　　所　東京都新宿区新宿一丁目17番３号
　　代表者氏名　多田　博明
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
15　指 定 番 号　第758号
　　氏名又は名称　有限会社藤原水道
　　住　　　所　横浜市都筑区早渕三丁目38番３号
　　代表者氏名　藤原　美喜男
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
16　指 定 番 号　第762号
　　氏名又は名称　有限会社ユニオン設備工業
　　住　　　所　東京都町田市鶴間
　　　　　　　　五丁目２番１－305号
　　代表者氏名　篠原　浩次
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
17　指 定 番 号　第763号
　　氏名又は名称　株式会社坂井工業所
　　住　　　所　横浜市港北区菊名六丁目24番15号
　　代表者氏名　坂井　一武
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
18　指 定 番 号　第765号
　　氏名又は名称　有限会社松大設備
　　住　　　所　相模原市南区南台一丁目９番29号
　　代表者氏名　松本　茂
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
19　指 定 番 号　第767号
　　氏名又は名称　有限会社栗生設備
　　住　　　所　東京都町田市小野路町2073番地７
　　代表者氏名　栗生　ともみ
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
20　指 定 番 号　第768号
　　氏名又は名称　有限会社藤設備工業
　　住　　　所　川崎市宮前区西野川一丁目26番26号
　　代表者氏名　佐藤　義昭　
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
21　指 定 番 号　第769号
　　氏名又は名称　有限会社エムワイ
　　住　　　所　川崎市高津区千年725番地
　　代表者氏名　礒川　喜美子
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　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
22　指 定 番 号　第770号
　　氏名又は名称　有限会社潮工業
　　住　　　所　横浜市南区中村町三丁目208番地28
　　代表者氏名　佐藤　良之
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
23　指 定 番 号　第774号
　　氏名又は名称　株式会社折本設備
　　住　　　所　相模原市南区御園四丁目12番12号
　　代表者氏名　髙橋　幸男
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
24　指 定 番 号　第775号
　　氏名又は名称　株式会社サクラ設備
　　住　　　所　横浜市泉区和泉町18番１号
　　代表者氏名　村崎　正二
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
25　指 定 番 号　第777号
　　氏名又は名称　株式会社プロスパー
　　住　　　所　川崎市多摩区宿河原六丁目26番８号
　　代表者氏名　染谷　洋
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
26　指 定 番 号　第778号
　　氏名又は名称　株式会社横田設備
　　住　　　所　相模原市緑区大島2994番地１
　　代表者氏名　横田　甲
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
27　指 定 番 号　第779号
　　氏名又は名称　有限会社大木工業所
　　住　　　所　東京都中野区鷺宮三丁目35番２号
　　代表者氏名　大木　貴紀
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
28　指 定 番 号　第782号
　　氏名又は名称　株式会社共栄技研
　　住　　　所　横浜市南区別所五丁目９番13号
　　代表者氏名　金子　篤志
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
29　指 定 番 号　第783号
　　氏名又は名称　日本総合住生活株式会社
　　住　　　所　東京都千代田区神田錦町一丁目９番地
　　代表者氏名　石渡　廣一

　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
30　指 定 番 号　第784号
　　氏名又は名称　株式会社今野設備
　　住　　　所　横浜市港北区新横浜一丁目26番13号
　　代表者氏名　田中　さわ子
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
31　指 定 番 号　第785号
　　氏名又は名称　株式会社矢野住設
　　住　　　所　横浜市戸塚区深谷町1881番地
　　代表者氏名　矢野　圭一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
32　指 定 番 号　第788号
　　氏名又は名称　有限会社増田設備
　　住　　　所　横浜市旭区桐が作1603番５
　　代表者氏名　増田　佳文
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
33　指 定 番 号　第789号
　　氏名又は名称　有限会社ジョーセツ
　　住　　　所　横浜市神奈川区反町二丁目14番地１
　　　　　　　　マジョリティービル１Ｆ
　　代表者氏名　依田　博樹
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
34　指 定 番 号　第790号
　　氏名又は名称　有限会社アーステックデザイン
　　住　　　所　横浜市緑区中山一丁目６番11－202号
　　代表者氏名　半谷　一彦
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
35　指 定 番 号　第791号
　　氏名又は名称　日本公害技研株式会社
　　住　　　所　東京都中野区江古田四丁目29番15号
　　代表者氏名　木村　広文
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
36　指 定 番 号　第792号
　　氏名又は名称　有限会社田園水道
　　住　　　所　横浜市青葉区榎が丘46番地11
　　代表者氏名　寺下　昌利
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
37　指 定 番 号　第793号
　　氏名又は名称　有限会社十和田管工
　　住　　　所　東京都町田市三輪町482番12
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　　代表者氏名　中野渡　隆一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
38　指 定 番 号　第796号
　　氏名又は名称　株式会社ノリコーサービス
　　住　　　所　神奈川県綾瀬市寺尾本町
　　　　　　　　一丁目17番62号
　　代表者氏名　坂本　範行
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
39　指 定 番 号　第797号
　　氏名又は名称　株式会社協同清美
　　住　　　所　横浜市保土ケ谷区今井町859番地
　　代表者氏名　三澤　孝至
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
40　指 定 番 号　第798号
　　氏名又は名称　有限会社サイトー工業
　　住　　　所　川崎市宮前区菅生四丁目14番35－２号
　　代表者氏名　齋藤　直樹
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
41　指 定 番 号　第802号
　　氏名又は名称　株式会社サカエテック
　　住　　　所　横浜市磯子区栗木二丁目31番12号
　　代表者氏名　木村　和幸
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
42　指 定 番 号　第805号
　　氏名又は名称　有限会社リフォームライフ
　　住　　　所　川崎市高津区子母口183番地22
　　代表者氏名　山口　泰志
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
43　指 定 番 号　第806号
　　氏名又は名称　株式会社杉﨑管工
　　住　　　所　横浜市旭区今宿西町377番地19
　　代表者氏名　杉﨑　久志
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
44　指 定 番 号　第807号
　　氏名又は名称　富士水質管理株式会社
　　住　　　所　東京都世田谷区宇奈根一丁目22番４号
　　代表者氏名　白山　隆一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
45　指 定 番 号　第809号
　　氏名又は名称　有限会社岩田設備

　　住　　　所　相模原市南区下溝2560番地１
　　代表者氏名　岩田　吉夫
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
46　指 定 番 号　第810号
　　氏名又は名称　株式会社友和建設
　　住　　　所　川崎市宮前区馬絹二丁目２番11号
　　代表者氏名　西野　敏雄
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
47　指 定 番 号　第811号
　　氏名又は名称　株式会社オサダ管工
　　住　　　所　横浜市瀬谷区阿久和西四丁目32番地２
　　代表者氏名　長田　一彦
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
48　指 定 番 号　第812号
　　氏名又は名称　いずみテクノス株式会社
　　住　　　所　東京都杉並区上荻二丁目19番17号
　　代表者氏名　岩波　徹
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
49　指 定 番 号　第813号
　　氏名又は名称　有限会社ジュヨウ
　　住　　　所　横浜市緑区三保町1384番地
　　代表者氏名　佐田　千寿
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
50　指 定 番 号　第814号
　　氏名又は名称　株式会社相創
　　住　　　所　神奈川県平塚市西八幡三丁目８番11号
　　代表者氏名　宮本　真人
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
51　指 定 番 号　第816号
　　氏名又は名称　株式会社道明
　　住　　　所　横浜市港北区新吉田町170番地
　　代表者氏名　佐藤　武
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
52　指 定 番 号　第817号
　　氏名又は名称　有限会社相原銅器製作所
　　住　　　所　川崎市中原区木月四丁目12番６号
　　代表者氏名　相原　一哉
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
53　指 定 番 号　第818号
　　氏名又は名称　株式会社スズキ
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　　住　　　所　東京都世田谷区等々力五丁目15番15号
　　代表者氏名　岡野　道正
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
54　指 定 番 号　第819号
　　氏名又は名称　株式会社サンユー
　　住　　　所　神奈川県大和市福田4053番地の11
　　代表者氏名　髙梨　純一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
55　指 定 番 号　第821号
　　氏名又は名称　有限会社福館設備工業所
　　住　　　所　横浜市瀬谷区本郷三丁目９番１
　　代表者氏名　福館　英知
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
56　指 定 番 号　第822号
　　氏名又は名称　株式会社金子産商湘南
　　住　　　所　横浜市金沢区東朝比奈三丁目16番２号
　　代表者氏名　金子　久雄
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
57　指 定 番 号　第823号
　　氏名又は名称　株式会社研空社
　　住　　　所　川崎市多摩区宿河原一丁目20番11号
　　代表者氏名　小田　茂幸
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
58　指 定 番 号　第824号
　　氏名又は名称　有限会社田中設備工業所
　　住　　　所　相模原市中央区並木四丁目４番２号
　　代表者氏名　田中　宏明
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
59　指 定 番 号　第825号
　　氏名又は名称　有限会社美工図
　　住　　　所　東京都江東区有明一丁目４番11号
　　代表者氏名　佐藤　洋
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
60　指 定 番 号　第826号
　　氏名又は名称　株式会社アクアテック
　　住　　　所　横浜市緑区鴨居七丁目１番25号
　　　　　　　　アクアテックビル
　　代表者氏名　髙妻　康宏
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
61　指 定 番 号　第827号

　　氏名又は名称　有限会社長田工業
　　住　　　所　東京都町田市小野路町2571番地４
　　代表者氏名　守屋　悟
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
62　指 定 番 号　第828号
　　氏名又は名称　株式会社サニックス
　　住　　　所　福岡市博多区博多駅東二丁目１番23号
　　代表者氏名　宗政　寛
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
63　指 定 番 号　第829号
　　氏名又は名称　株式会社ビオス
　　住　　　所　東京都品川区北品川一丁目20番９号
　　代表者氏名　小野　健二
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
64　指 定 番 号　第831号
　　氏名又は名称　有限会社山和設備
　　住　　　所　横浜市都筑区大棚町656番地１
　　代表者氏名　山野木　茂
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
65　指 定 番 号　第833号
　　氏名又は名称　有限会社松山住宅設備
　　住　　　所　神奈川県藤沢市本町四丁目５番22号
　　代表者氏名　松山　秀樹
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
66　指 定 番 号　第834号
　　氏名又は名称　株式会社オーエム住研
　　住　　　所　横浜市港南区日野六丁目１番13号
　　代表者氏名　坪﨑　誠
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
67　指 定 番 号　第836号
　　氏名又は名称　有限会社ミヤビ
　　住　　　所　川崎市宮前区神木本町三丁目６番37号
　　代表者氏名　添田　雅幸
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
68　指 定 番 号　第837号
　　氏名又は名称　有限会社古谷設備工業
　　住　　　所　神奈川県藤沢市稲荷一丁目６番２号
　　代表者氏名　古谷　雄一郎
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
69　指 定 番 号　第839号
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　　氏名又は名称　株式会社アイダ設計
　　住　　　所　さいたま市大宮区桜木町
　　　　　　　　二丁目286番地
　　代表者氏名　會田　貞光
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
70　指 定 番 号　第841号
　　氏名又は名称　株式会社近藤水道
　　住　　　所　横浜市神奈川区片倉二丁目36番19号
　　代表者氏名　近藤　立三
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
71　指 定 番 号　第842号
　　氏名又は名称　有限会社シントー企画
　　住　　　所　横浜市泉区和泉町7877番地
　　代表者氏名　片倉　秀二
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
72　指 定 番 指 定 番 指 定 番 指 定 番 号　第844号
　　氏名又は名称　宮下工業株式会社
　　住　　　所　神奈川県藤沢市辻堂西海岸
　　　　　　　　一丁目８番１号
　　代表者氏名　宮下　稔
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
73　指 定 番 号　第845号
　　氏名又は名称　佐々木設備
　　住　　　所　神奈川県愛甲郡愛川町春日台
　　　　　　　　三丁目14番地９
　　代表者氏名　佐々木　俊
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
74　指 定 番 号　第850号
　　氏名又は名称　ゴトウ水道
　　住　　　所　東京都大田区西蒲田七丁目26番２号
　　代表者氏名　後藤　岩夫
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
75　指 定 番 号　第851号
　　氏名又は名称　南設備工業株式会社
　　住　　　所　横浜市南区庚台72番地１
　　代表者氏名　青木　健一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
76　指 定 番 号　第852号
　　氏名又は名称　有限会社みあさ
　　住　　　所　横浜市旭区中希望が丘180番地の１号
　　代表者氏名　和田　雅広

　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
77　指 定 番 号　第853号
　　氏名又は名称　有限会社山下設備工業
　　住　　　所　東京都稲城市百村81番地の４
　　代表者氏名　山下　誠二
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
78　指 定 番 号　第856号
　　氏名又は名称　有限会社アクア設備
　　住　　　所　神奈川県海老名市杉久保北
　　　　　　　　四丁目３番６－1003号
　　代表者氏名　和智　康典
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
79　指 定 番 号　第857号
　　氏名又は名称　アクアテック株式会社
　　住　　　所　東京都練馬区豊玉上二丁目24番19号
　　代表者氏名　花塚　清
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
80　指 定 番 号　第862号
　　氏名又は名称　有限会社惠設備
　　住　　　所　横浜市青葉区あざみ野
　　　　　　　　三丁目３番地あざみ野団地７棟304号
　　代表者氏名　扇喜　惠
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
81　指 定 番 号　第863号
　　氏名又は名称　カツミ設備株式会社
　　住　　　所　神奈川県藤沢市湘南台五丁目３番２号
　　代表者氏名　富永　勝彦
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
82　指 定 番 号　第864号
　　氏名又は名称　株式会社利工業
　　住　　　所　東京都大田区矢口二丁目22番４号
　　代表者氏名　伏見　利貞
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
83　指 定 番 号　第865号
　　氏名又は名称　株式会社宅配
　　住　　　所　東京都文京区本郷四丁目11番５号
　　代表者氏名　斜森　太郎
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
84　指 定 番 号　第866号
　　氏名又は名称　株式会社ピーアイコーポレーション
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　　住　　　所　横浜市青葉区市ケ尾町1162番地４
　　代表者氏名　折田　浩一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
85　指 定 番 号　第868号
　　氏名又は名称　株式会社菊地建設興業
　　住　　　所　神奈川県大和市渋谷八丁目14番地11
　　代表者氏名　菊地　彰吾
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
86　指 定 番 号　第869号
　　氏名又は名称　有限会社一由設備
　　住　　　所　横浜市南区井土ケ谷上町21番11号
　　代表者氏名　伊東　利之
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
87　指 定 番 号　第871号
　　氏名又は名称　株式会社サンエーサンクス
　　住　　　所　神奈川県高座郡寒川町倉見968番地１
　　代表者氏名　飯塚　智
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
88　指 定 番 号　第872号
　　氏名又は名称　有限会社藤設備
　　住　　　所　川崎市麻生区下麻生三丁目27番29号
　　代表者氏名　佐藤　孝信
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
89　指 定 番 号　第873号
　　氏名又は名称　友ウォーター
　　住　　　所　東京都町田市大蔵町2945番地５
　　代表者氏名　小林　伯子
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
90　指 定 番 号　第874号
　　氏名又は名称　ホウエイ設備サービス
　　住　　　所　川崎市多摩区生田
　　　　　　　　一丁目４番20－101号
　　代表者氏名　小畑　昌信
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
91　指 定 番 号　第876号
　　氏名又は名称　株式会社アサヒ設備
　　住　　　所　東京都町田市山崎一丁目１番９号
　　代表者氏名　芝田　茂生
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
92　指 定 番 号　第878号

　　氏名又は名称　株式会社冨士田・総合設備
　　住　　　所　横浜市保土ケ谷区西谷二丁目27番24号
　　代表者氏名　冨士田　浩
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
93　指 定 番 号　第879号
　　氏名又は名称　文化興業株式会社
　　住　　　所　神奈川県横須賀市内川一丁目７番23号
　　代表者氏名　菊地　達郎
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
94　指 定 番 号　第882号
　　氏名又は名称　株式会社清水設備
　　住　　　所　横浜市戸塚区前田町516番地13
　　代表者氏名　清水　克己
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
95　指 定 番 号　第883号
　　氏名又は名称　株式会社勝栄工業
　　住　　　所　神奈川県高座郡寒川町田端1177番地
　　代表者氏名　中内　靖修
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
96　指 定 番 号　第884号
　　氏名又は名称　有限会社藤原興業
　　住　　　所　神奈川県大和市中央林間西
　　　　　　　　二丁目１番８号
　　代表者氏名　藤原　圭一郎
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
97　指 定 番 号　第885号
　　氏名又は名称　有限会社ライフ・ホームメンテナンス
　　住　　　所　横浜市都筑区勝田町368番地
　　代表者氏名　髙野　栄
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
98　指 定 番 号　第887号
　　氏名又は名称　株式会社日本水道レスキュー
　　住　　　所　東京都八王子市下柚木356番地
　　代表者氏名　石橋　正浩
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
99　指 定 番 号　第888号
　　氏名又は名称　株式会社畑中工業
　　住　　　所　横浜市中区西竹之丸94番地13
　　代表者氏名　畑中　理之
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
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100　指 定 番 号　第890号
　　氏名又は名称　神明建設株式会社
　　住　　　所　川崎市川崎区渡田一丁目11番10号
　　代表者氏名　松本　勝明
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
101　指 定 番 号　第892号
　　氏名又は名称　ケイヨー水工株式会社
　　住　　　所　千葉県習志野市大久保二丁目19番６号
　　代表者氏名　鈴木　克
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
102　指 定 番 号　第894号
　　氏名又は名称　藤和工業株式会社
　　住　　　所　東京都町田市旭町二丁目15番19号
　　代表者氏名　遠藤　崇明
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
103　指 定 番 号　第895号
　　氏名又は名称　田中設備
　　住　　　所　川崎市多摩区堰一丁目15番28号
　　代表者氏名　田中　將貴
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
104　指 定 番 号　第897号
　　氏名又は名称　有限会社ティー・エイチ・エル
　　住　　　所　横浜市都筑区葛が谷10番８号
　　　　　　　　ＯＢＬＩＫ603号室
　　代表者氏名　髙橋　武
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
105　指 定 番 号　第900号
　　氏名又は名称　興信工業株式会社
　　住　　　所　横浜市西区伊勢町二丁目95番地
　　代表者氏名　辻村　淳一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
106　指 定 番 号　第901号
　　氏名又は名称　有限会社日成設備
　　住　　　所　神奈川県大和市南林間三丁目６番12号
　　代表者氏名　金子　由紀夫
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
107　指 定 番 号　第903号
　　氏名又は名称　株式会社司工事
　　住　　　所　横浜市保土ケ谷区上菅田町1312番地
　　代表者氏名　清田　真弘
　　指定更新日　令和４年２月24日

　　有 効 期 限　令和９年９月29日
108　指 定 番 号　第905号
　　氏名又は名称　有限会社柳設備
　　住　　　所　横浜市青葉区大場町123番地２
　　代表者氏名　柳　英二
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
109　指 定 番 号　第906号
　　氏名又は名称　エスケイ工業有限会社
　　住　　　所　横浜市瀬谷区阿久和東
　　　　　　　　二丁目24番地８号
　　代表者氏名　草野　惣治
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
110　指 定 番 号　第908号
　　氏名又は名称　株式会社スイコウ
　　住　　　所　東京都町田市成瀬が丘二丁目８番地４
　　代表者氏名　坂口　勝
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
111　指 定 番 号　第911号
　　氏名又は名称　株式会社相模水道商会
　　住　　　所　相模原市中央区相模原一丁目４番14号
　　代表者氏名　小峯　一樹
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
112　指 定 番 号　第912号
　　氏名又は名称　有限会社吉川設備
　　住　　　所　横浜市緑区鴨居六丁目９番17号－３
　　代表者氏名　吉川　勝三
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
113　指 定 番 号　第915号
　　氏名又は名称　株式会社カンドー
　　住　　　所　東京都新宿区内藤町１番地
　　代表者氏名　加茂　孝之
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
114　指 定 番 号　第916号
　　氏名又は名称　有限会社伸興設備
　　住　　　所　横浜市瀬谷区宮沢一丁目26番地10
　　代表者氏名　梅澤　啓子
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
115　指 定 番 号　第917号
　　氏名又は名称　株式会社小沼工務店
　　住　　　所　川崎市川崎区池上町９番23号
　　代表者氏名　小沼　三男
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　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
116　指 定 番 号　第918号
　　氏名又は名称　株式会社ビルド
　　住　　　所　横浜市緑区上山一丁目14番11号
　　代表者氏名　三星　八江
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
117　指 定 番 号　第920号
　　氏名又は名称　株式会社戸塚工業所
　　住　　　所　横浜市泉区中田北一丁目25番６号
　　代表者氏名　古川　隆一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
118　指 定 番 号　第925号
　　氏名又は名称　株式会社葵
　　住　　　所　神奈川県横須賀市
　　　　　　　　ハイランド三丁目19番13号
　　代表者氏名　山田　輝夫
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
119　指 定 番 号　第927号
　　氏名又は名称　株式会社オーケー管理
　　住　　　所　東京都大田区池上八丁目５番２号
　　代表者氏名　棚原　健太郎
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
120　指 定 番 号　第934号
　　氏名又は名称　株式会社久島工業
　　住　　　所　相模原市南区大野台三丁目22番29号
　　代表者氏名　久島　壽子
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
121　指 定 番 号　第935号
　　氏名又は名称　株式会社玉川設備
　　住　　　所　川崎市中原区下沼部1916番地
　　代表者氏名　河野　康明
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
122　指 定 番 号　第936号
　　氏名又は名称　志水工業株式会社
　　住　　　所　横浜市瀬谷区瀬谷二丁目43番地の11
　　代表者氏名　横島　仁
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
123　指 定 番 号　第937号
　　氏名又は名称　有限会社ホソイ
　　住　　　所　横浜市港南区芹が谷一丁目31番13号

　　代表者氏名　細井　一男
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
124　指 定 番 号　第938号
　　氏名又は名称　有限会社東和建興
　　住　　　所　横浜市鶴見区下末吉五丁目３番13号
　　代表者氏名　野口　賢一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
125　指 定 番 号　第940号
　　氏名又は名称　東洋ビルサービス株式会社
　　住　　　所　横浜市神奈川区羽沢南二丁目38番１号
　　代表者氏名　加藤　宣明
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
126　指 定 番 号　第942号
　　氏名又は名称　有限会社エフアイシー
　　住　　　所　川崎市宮前区馬絹二丁目３番１号
　　代表者氏名　藤本　巌
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
127　指 定 番 号　第943号
　　氏名又は名称　株式会社ミズモリ
　　住　　　所　川崎市多摩区菅稲田堤二丁目３番８号
　　代表者氏名　梅田　希世志
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
128　指 定 番 号　第944号
　　氏名又は名称　株式会社トモエコーポレーション
　　住　　　所　川崎市川崎区中島二丁目11番６号
　　代表者氏名　矢野　雄樹
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
129　指 定 番 号　第945号
　　氏名又は名称　有限会社八九タンククリニック
　　住　　　所　神奈川県大和市鶴間二丁目３番９号
　　代表者氏名　寺尾　真一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
130　指 定 番 号　第947号
　　氏名又は名称　有限会社さかい設備
　　住　　　所　相模原市南区磯部180番地７
　　代表者氏名　坂井　泰雄
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
131　指 定 番 号　第949号
　　氏名又は名称　有限会社湯田工業
　　住　　　所　川崎市川崎区貝塚
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　　　　　　　　二丁目２番３－1204号
　　代表者氏名　湯田　ひとみ
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
132　指 定 番 号　第952号
　　氏名又は名称　株式会社康栄社
　　住　　　所　横浜市磯子区西町３番３号
　　代表者氏名　千葉　敏朗
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
133　指 定 番 号　第953号
　　氏名又は名称　有限会社文化設備興業
　　住　　　所　横浜市戸塚区前田町1264番地１
　　　　　　　　グランシティ東戸塚105号
　　代表者氏名　志賀　正門
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
134　指 定 番 号　第954号
　　氏名又は名称　有限会社オッフル・プロジェクト
　　住　　　所　横浜市緑区森の台３番15号
　　代表者氏名　橋本　康廣
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
135　指 定 番 号　第956号
　　氏名又は名称　株式会社サン工営
　　住　　　所　川崎市麻生区王禅寺西三丁目１番３号
　　代表者氏名　松井　豊
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
136　指 定 番 号　第957号
　　氏名又は名称　株式会社総和プラント
　　住　　　所　東京都文京区小日向四丁目５番16号
　　　　　　　　ツインヒルズ茗荷谷３階
　　代表者氏名　鶴谷　良成
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
137　指 定 番 号　第962号
　　氏名又は名称　有限会社アシスト住宅設備
　　住　　　所　横浜市都筑区東山田町1589番地８
　　代表者氏名　荒澤　誠
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
138　指 定 番 号　第963号
　　氏名又は名称　有限会社米山設備
　　住　　　所　横浜市泉区上飯田町3811番地５
　　代表者氏名　米山　政美
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日

139　指 定 番 号　第964号
　　氏名又は名称　株式会社みどりや
　　住　　　所　神奈川県秦野市寿町６番６号
　　代表者氏名　露木　徳英
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
140　指 定 番 号　第965号
　　氏名又は名称　有限会社アクテクス
　　住　　　所　東京都港区東麻布一丁目14番４号２Ｆ
　　代表者氏名　新井　幸治
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
141　指 定 番 号　第966号
　　氏名又は名称　若松工業
　　住　　　所　川崎市宮前区白幡台
　　　　　　　　一丁目13番地12　ローレル白幡202
　　代表者氏名　若松　隆
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
142　指 定 番 号　第967号
　　氏名又は名称　アールシーワークス株式会社
　　住　　　所　横浜市金沢区能見台一丁目10番地１
　　代表者氏名　深津　健治
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
143　指 定 番 号　第969号
　　氏名又は名称　共同設備
　　住　　　所　横浜市鶴見区栄町通二丁目20番地の16
　　代表者氏名　水本　雄二
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
144　指 定 番 号　第970号
　　氏名又は名称　株式会社東栄サービス
　　住　　　所　東京都豊島区池袋
　　　　　　　　二丁目24番２号メゾン旭302
　　代表者氏名　桑原　豊
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
145　指 定 番 号　第971号
　　氏名又は名称　有限会社カワビエンジニアリング
　　住　　　所　横浜市旭区白根三丁目27番９号
　　　　　　　　ベルグリーンＡ101
　　代表者氏名　鈴木　修一
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
146　指 定 番 号　第972号
　　氏名又は名称　鹿島環境設備株式会社
　　住　　　所　川崎市中原区下小田中六丁目９番33号
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　　代表者氏名　古谷　和弘
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
147　指 定 番 号　第974号
　　氏名又は名称　有限会社ホクホウ
　　住　　　所　東京都町田市野津田町1555－６
　　代表者氏名　北橋　邦彦
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
148　指 定 番 号　第976号
　　氏名又は名称　旭水道株式会社
　　住　　　所　横浜市鶴見区矢向三丁目23番11号
　　代表者氏名　矢野　靖子
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
149　指 定 番 号　第977号
　　氏名又は名称　株式会社北勇
　　住　　　所　横浜市青葉区奈良三丁目21番地４
　　代表者氏名　山﨑　清治
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
150　指 定 番 号　第978号
　　氏名又は名称　株式会社佐原設備
　　住　　　所　川崎市幸区古市場1801番地
　　代表者氏名　佐藤　輝浩
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
151　指 定 番 号　第979号
　　氏名又は名称　イメージライフカンパニー有限会社
　　住　　　所　横浜市緑区竹山一丁目19番地６
　　　　　　　　サングレイス鴨居104号
　　代表者氏名　高見　学
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
152　指 定 番 号　第980号
　　氏名又は名称　あずま設備工業
　　住　　　所　川崎市宮前区南野川一丁目２番22号
　　代表者氏名　東　靖士
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
153　指 定 番 号　第981号
　　氏名又は名称　株式会社石﨑設備工業
　　住　　　所　横浜市港北区日吉本町
　　　　　　　　四丁目10番３－302号
　　代表者氏名　石﨑　里恵
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
154　指 定 番 号　第985号

　　氏名又は名称　ライフライナー馬場設備
　　住　　　所　神奈川県鎌倉市坂ノ下29番10－206号
　　代表者氏名　馬場　琢磨
　　指定更新日　令和４年２月24日
　　有 効 期 限　令和９年９月29日
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第７号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の指定について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者
を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示
します。
　　令和４年２月28日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第1836号
　　氏名又は名称　進和メンテナンス株式会社
　　住　　　所　神奈川県横浜市都筑区東方町298番地
　　代表者氏名　新垣　和亮
　　指定年月日　令和４年３月１日
　　有 効 期 限　令和９年２月28日
２　指 定 番 号　第1837号
　　氏名又は名称　有限会社アナミ設備工業
　　住　　　所　東京都狛江市中和泉四丁目８番１号
　　代表者氏名　阿南　大介
　　指定年月日　令和４年３月１日
　　有 効 期 限　令和９年２月28日
３　指 定 番 号　第1838号
　　氏名又は名称　株式会社マイホームワン
　　住　　　所　川崎市宮前区宮崎二丁目12番地１
　　　　　　　　宮崎台プラザビルＢ103
　　代表者氏名　和田　洋平
　　指定年月日　令和４年３月１日
　　有 効 期 限　令和９年２月28日
４　指 定 番 号　第1839号
　　氏名又は名称　株式会社ＴＨＲＩＶＥ
　　住　　　所　横浜市栄区公田町1625番地１
　　代表者氏名　工藤　雄吾
　　指定年月日　令和４年３月１日
　　有 効 期 限　令和９年２月28日
５　指 定 番 号　第1840号
　　氏名又は名称　六華株式会社
　　住　　　所　横浜市南区日枝町四丁目97番地３
　　代表者氏名　河野　正美
　　指定年月日　令和４年３月１日
　　有有 効 期 限　令和９年２月28日
　　　───────────────────
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川崎市上下水道局告示第８号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の指定事項の変更について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、
次の指定給水装置工事事業者の指定事項の変更を行いま
したので、同規程第９条第３号の規定により告示します。
　　令和４年２月28日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第995号
　　氏名又は名称　有限会社イワマ設備
　　住　　　所　（新）�神奈川県相模原市緑区根小屋

2573番地９
　　　　　　　　（旧）�神奈川県相模原市津久井町根小

屋2573番地９
　　代表者氏名　岩間　裕文
　　変更年月日　平成22年４月１日

２　指 定 番 号　第1781号
　　氏名又は名称　株式会社文明設研
　　住　　　所　（新）�神奈川県相模原市中央区田名

2093番地２－２Ｆ
　　　　　　　　（旧）�神奈川県相模原市中央区田名

4259番地２
　　代表者氏名　石田　文明
　　変更年月日　令和４年１月６日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第18号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月22日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度川崎・幸区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区、幸区及び本市指定場所

履行期間 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　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて
いる者
⑷�　平成19年度以降において、水道事業体における水道施設の設計業務（測量・図面作成）の元請け
としての履行完了実績を有すること。
⑸�　業務従事者（業務責任者含む）として測量士を配置すること。ただし、「令和４年度中原・高津・
宮前区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）」及び「令和４年度多摩・麻生区　配水管
布設工事等に伴う測量委託（単価契約）」と同一の測量士を配置することはできません。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度中原・高津・宮前区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）

履行場所 川崎市中原区、高津区、宮前区及び本市指定場所

履行期間 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　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて
いる者
⑷�　平成19年度以降において、水道事業体における水道施設の設計業務（測量・図面作成）の元請け
としての履行完了実績を有すること。
⑸�　業務従事者（業務責任者含む）として測量士を配置すること。ただし、「令和４年度川崎・幸区　
配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）」及び「令和４年度多摩・麻生区　配水管布設工事
等に伴う測量委託（単価契約）」と同一の測量士を配置することはできません。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度多摩・麻生区　配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）

履行場所 川崎市多摩区、麻生区及び本市指定場所

履行期間 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　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」、種目「測量一般」で登録されて
いる者
⑷�　平成19年度以降において、水道事業体における水道施設の設計業務（測量・図面作成）の元請け
としての履行完了実績を有すること。
⑸�　業務従事者（業務責任者含む）として測量士を配置すること。ただし、「令和４年度川崎・幸区　
配水管布設工事等に伴う測量委託（単価契約）」及び「令和４年度中原・高津・宮前区　配水管布
設工事等に伴う測量委託（単価契約）」と同一の測量士を配置することはできません。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月18日　14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　長沢浄水場ほか３箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市多摩区三田５－１－１（長沢浄水場内）ほか３箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
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「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　潮見台配水所ほか27箇所　植樹管理委託

履行場所 川崎市宮前区潮見台４番１号（潮見台配水所）ほか27箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月10日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
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「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。
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契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　末吉配水所　植樹管理委託

履行場所 横浜市鶴見区上末吉１－４－１（末吉配水所内）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
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「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件７）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　生田浄水場ほか６箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）ほか６箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月10日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
⑷�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項各号による中小企業者
であること。
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参 加 資 格

⑸�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度　黒川分水井ほか15箇所　植樹管理業務委託

履行場所 川崎市麻生区黒川1635番地（黒川分水井内）ほか15箇所

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されている者
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「樹木管理」、種目「除草・せんてい等樹
木管理」で登録されている者
⑹　造園工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　川崎市一般廃棄物収集運搬業の許可を有していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件９）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度情報環境整備事業推進支援業務委託

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

履行期間 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　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関
連業務」で登録されている者
⑷　平成31年度以降に、国又は地方公共団体において元請けとして次の実績を有していること。　
　ア　情報化に関する計画・戦略の策定又は評価支援を実施した実績
　イ�　情報システムの監理支援（開発業者とは別に、発注者側の立場から開発の進捗・品質管理など
を支援する業務）を実施した実績

　ウ�　情報システムの調達に関するＲＦＩやＲＦＰを実施し、かつ、受領した見積りの内容精査や事
業者に対するヒアリング等の支援を実施した実績

⑸　ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の認証を取得していること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に
付する事項

件　　名 上下水道料金等業務システムに係る帳票印刷及び口座振替データ変換等業務委託

履行場所 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市上下水道局営業課ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和４年９月30日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「電算関連業務」、種目「その他の電算関
連業務」で登録されている者
⑷�　平成23年度以降に、都道府県又は政令指定都市において、公共料金に係る帳票印刷及びデータ変
換等の業務についての元請けとしての履行完了実績を有すること。
⑸�　ＩＳＯ９００１、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の認証及びプライバシーマークの全てを取得してい
ること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件11）

競争入札に
付する事項

件　　名 令和４年度下水道工事資材価格調査業務委託

履行場所 川崎市全区

履行期間 令和４年４月１日から令和４年10月21日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「調査・測定」、種目「市場調査」で登録
されている者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に
付する事項

件　　名 工業用水道事業　管路・施設更新に向けた基本構想業務委託

履行場所 川崎市工業用水道事業給水区域全域

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及
び工業用水道部門」で登録されている者
⑷�　平成23年度以降に、国又は地方公共団体等が発注した業務委託のうち、国内の水道事業又は工業
用水道事業について、次の業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。
　ア　水道事業又は工業用水道事業全体の施設（管路）の更新（新設）に係る計画策定業務
⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。また、ア又はイのいずれかは⑷の業務の経験を有する者
とする。
　�　なお、アとイは兼務できない。また、アとイは、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上
の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえま
せん。）があることが必要。
　ア�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－上水道及び工業用水道）又は技術士（上
下水道部門：上水道及び工業用水道）のいずれか資格を有する者
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参 加 資 格
　イ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－上水道及び工業用水道）の資格を有す
る者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件13）

競争入札に
付する事項

件　　名 細山配水塔更新に向けた基本構想業務委託

履行場所 川崎市麻生区細山６－３－11（細山配水塔場内）ほか

履行期間 令和４年４月１日から令和５年２月28日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及
び工業用水道部門」で登録されている者
⑷�　平成23年度以降に、国又は地方公共団体等が発注した業務委託のうち、国内の水道事業について、
次の業務の元請けとしての履行完了実績を有すること。
　ア�　有効容量1,900m３以上の配水池（配水塔）の更新（新設）に係る計画策定業務又は設計業務（基
本設計業務・詳細設計業務）

⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。また、ア又はイのいずれかは⑷の業務の経験を有する者
とする。
　�　なお、アとイは兼務できない。また、アとイは、受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上
の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえま
せん。）があることが必要。
　ア�　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－上水道及び工業用水道）又は技術士（上
下水道部門：上水道及び工業用水道）のいずれか資格を有する者

　イ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－上水道及び工業用水道）の資格を有す
る者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日川 崎 市 公 報

－1601－

（案件14）

競争入札に
付する事項

件　　名 高石３号配水管900ｍｍ布設に伴う基本設計業務委託

履行場所
自：宮前区潮見台４－１先
至：宮前区菅生４－５－18先

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及
び工業用水道部門」で登録されている者
⑷　平成19年度以降において、次の業務について元請けとしての履行完了実績を有すること。
　ア　口径800ｍｍ以上の送配水管における更新ルート検討及び非開削工法を含む設計業務
　イ　上水道管路施設における官民連携事業の導入可能性調査業務
⑸�　次の要件を満たす者を配置できること。なお、アとイは兼務できない。また、アとイは、受注者
との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、直接的
かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要。
　ア　業務責任者は、技術士（上下水道部門：上水道及び工業用水道）の資格を有する者
　イ�　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－上水道及び工業用水道）の資格を有す
る者

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097

入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件15）

競争入札に
付する事項

件　　名 土橋配水管500ｍｍ布設に伴う詳細設計業務委託

履行場所
自：宮前区土橋１－16－２先
至：宮前区馬絹２－９－14先

履行期間 令和４年４月１日から令和４年12月14日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶�　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」、種目「上水道及
び工業用水道部門」で登録されている者
⑷�　業務責任者及び照査技術者として、技術士（上下水道部門：上水道及び工業用水道）又は技術士（総
合技術監理部門：上下水道－上水道及び工業用水道）のいずれかの資格を有する者を配置すること。
　�　なお、業務責任者と照査技術者は兼務することはできません。また、業務責任者及び照査技術者は、
受注者との間で直接的かつ恒常的に３箇月以上の雇用関係（在籍出向者、派遣社員、契約社員は、
直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとはいえません。）があることが必要です。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課委託契約係（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地）
電話　044－200－2097
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入札日時等 令和４年３月17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
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札及び川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他
　本案件は令和４年度契約案件です。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可決により生じます。
　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第41号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和４年２月21日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　営業所排水側溝浚渫及び汚泥収集・運搬業務委託
　⑵　履行場所
　　　交通局が指定する場所
　⑶　履行期間
　　　契約締結日から令和４年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　　受水槽、高架水槽清掃
　　　油水分離層等浚渫
　　　産業廃棄物（汚泥）収集運搬
　　　※詳細は仕様書による。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名
簿に、業種「屋外清掃」で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を神奈川県
又は川崎市（汚泥発生地）及び東京都（処分地）か
ら受けていること。

　⑸�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。

　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　　　上記２⑷の実績を証明する書類
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月21日から令和４年２月24日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（国民の祝日を除く。）

　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局委託入札公表一覧」→「令和３年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年２月28日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部管理課　欄杭（らんぐい）
　　電話　044－200－3235
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。
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　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年３月７日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年３月７日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提�出�先　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月９日　午前９時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上
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落札者とします。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第42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２月22日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　篠　原　秀　夫　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名
　　　塩浜営業所ほか14施設で使用する電気（単価契約）
　⑵　履行場所
　　　局指定場所
　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
　　　川崎市交通局の各営業所で使用する電気の購入。
　　　詳細は仕様書のとおり。
２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和３・４年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「その他の物品販売」、
種目「電気供給」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�　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項の規定により「Ａ」又は「Ｂ」
ランクに格付けされていること。

　⑸�　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２
の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている
こと。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　原田
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和４年２月22日から令和４年３月１日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）
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　⑷　提出方法　
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局物品入札公表一覧」→「令和４年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和４年年３月８日までに一般競争入札参
加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部　管理課　欄杭（らんぐい）　　
　　電話　044－200－3235
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　入札は予定使用電力量に対する総価で行います。
　　�　入札者は、契約電力、契約電流及び契約容量の基
本料金単価並びに電力量料金単価（いずれも小数点
２位まで）を基に算出した金額から消費税及び地方
消費税に相当する金額を除いた金額（円未満は、切
り上げること）を入札書に記載してください。また、
入札は所定の入札書を用いて、積算の基礎となった
単価等を詳細に記載した明細内訳書（様式は任意）
を提出してください。

　　�　なお、入札金額の算出に当たっては、力率は100
％とし、燃料費調整額及び電気事業者による再生可
能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成
23年法律第108号）に基づく賦課金は考慮しないも
のとします。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和４年３月15日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和４年３月15日まで

の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提�出�先　�川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和４年３月17日　午前10時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ
て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　�　次により、契約を締結します。ただし、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
決を条件とします。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

病 院 局 規 程

川崎市病院局規程第２号
　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程等の一部
を改正する規程を次のように定める。
　　令和４年２月28日
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　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
　　　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規
　　　程等の一部を改正する規程
　　　（川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給
　　　規程の一部改正
第�１条　川崎市病院局企業職員特殊勤務手当支給規程
（平成17年川崎市病院局規程第30号）の一部を次のよ
うに改正する。
　別表第１中
　「

医務等
従事手当

⑴ 月額 8,000円
　病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師をむ。
以下同じ。）

」
　を
　「

医務等
従事手当

⑴ 月額 12,000円
　病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師を含
む。以下同じ。）

」
　に改める。
第�２条　川崎市病院局会計年度任用職員の給与等に関す
る規程（令和２年川崎市病院局規程第５号）の一部を
次のように改正する。
　別表第２中
　「

医務等
従事手当

１ 月額 8,000円
　病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師を含
む。以下同じ。）

」
　を
　「

医務等
従事手当

１ 月額 12,000円
　病院局に勤務する助産師
及び看護師（准看護師を含
む。以下同じ。）

」
　に改める。
　　　附　則
　�　この規程は、公表の日から施行し、令和４年２月１
日から適用する。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第10号
　　入　　札　　公　　告
　工事請負契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月16日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄

１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（以下
「建築契約係」といいます。）

　　川崎市川崎区宮本町１番地�明治安田生命ビル13階　
　　電話044‒200‒2100
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程は、建築契約係の窓口で縦覧できるほか、インタ
ーネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧
することができます。

　　�（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、閉庁日は当該期間から除かれます。さらに、
縦覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に建築契約係窓口で受付けます。
　　イ�　競争参加者は、別紙の案件ごとに定められた競

争参加資格のほか、次の全ての条件を満たす必要
があります。

　　　ア�　川崎市病院局契約規程第２条の規定に該当し
ないこと。

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

　　　ウ�法令等に従い、本件契約を確実に履行する資格
及び能力を有すること。

　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ
の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認めた者には、別紙の案
件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交付し
ます。競争参加資格があると認め難い者には、別
途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認めた者が、競争参加申
込書及び本書に定めるその他の提出書類について
虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参加す
ることはできません。

　⑸　入札及び開札について
　　ア�　本案件は郵便入札にて執行します。入札方法の

詳細については別に定めるところによります。ま
た、開札は別紙の案件ごとに定める日時において、
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次の場所で執行します。
　　　川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係
　　　（川崎市川崎区宮本町１番地）
　　イ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
　　　�　なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権

限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた
旨の書面を提出しなければなりません。

　　ウ　入札保証金は免除します。
　　エ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、

最低制限価格が設定されている案件については、
その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。

　　　�　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回
り、落札者を決定できないときは、翌日に再度入
札を行います。その際は、対象者に別途連絡しま
す。

　　オ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑹　契約の締結について
　　　契約書の作成を必要とします。
　　�　詳細については、各案件の「発注情報詳細」及び
「川崎市病院局入札契約に関する共通事項

　　（工事・病院局・一般競争入札）」を御覧ください。

（案件１）

競争入札に
付する事項

件 名 多摩病院非常用発電設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原１丁目30番37号

履行期間 契約の日から令和４年８月29日まで

競 争 参 加 資 格

⑴　川崎市病院局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶　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。
⑷�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている
こと。
⑸�　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」、「Ｂ」又
は「Ｃ」で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号によ
る中小企業者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

申 込 締 切 日 令和４年２月22日㈫まで受付けます。

予 定 価 格 未定

入 札 保 証 金 免除とします。

最 低 制 限 価 格 設定します。

郵 便 入 札 締 切 日 令和４年３月11日㈮必着

開 札 日 令和４年３月15日㈫　午前10時00分

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

川崎市病院局公告第11号
　　　入　　札　　公　　告
　物品調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和４年２月25日

　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
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当」といいます。）
　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階　電話044‒200‒3857（直通）
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに物品調達に関する仕様書等入札に必要な書
類は、病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、イ
ンターネットにおいて、病院局入札情報のページで
閲覧及びダウンロードすることができます。

　　�（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受け
付けます。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度
川崎市製造の請負、物件の買入れ等有資格業者名
簿」をいいます。競争参加者は、別紙の案件ごと
に定められた競争参加資格のほか、次の全ての条
件を満たす必要があります。

　　　ア　契約規程第２条の規定に該当しないこと。
　　　イ�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に

よる指名停止期間中ではないこと。
　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資

格及び能力を有すること。
　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ

の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙
の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交
付します。競争参加資格があると認め難い者には、
別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参
加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参
加することはできません。

　⑸　仕様等に関する問合せの方法について
　　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
入札情報のページで取得できます。）により受け付
けます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓
口に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院

局入札情報のページにも掲載を行います。
　⑹　入札及び開札について
　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。
　　イ���入札書の提出方法は、持参とします。
　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨
の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ�　入札保証金は免除します。
　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、
その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。

　　　�　入札書記載金額の最も低い者が予定価格を上回
り、落札者を決定できないときは、再度入札を行
います。ただし、その前回の入札が参加者心得の
規定により無効とされた者及び開札に立会わない
者は再度入札に参加できません。

　　カ�　参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑺　契約の締結について
　　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締
結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は免
除します。

　　イ　契約書の作成を必要とします。
　　ウ�　令和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必要とします。
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（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 複写品サービスの調達（基本単価契約）

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）
川崎市川崎区砂子１－８－９（病院局総務部）

履行期間 令和４年４月１日から令和６年３月31日まで（２年間の長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「複写サービス」
種　目「複写サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件２）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 医療用機器（血管内超音波画像システム）賃貸借

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療機器」
種　目「医療機器」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月11日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名
川崎市立病院で使用する医療用ガスの調達　計12案件
（基本単価契約）

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「薬品」
種　目「ガス」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。
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競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月11日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

そ の 他
１　入札は仕様書の案件ごとに行い、案件番号は仕様書に準じます。
２　入札は１案件ごとに行い、１案件ごとに落札者を決定します。

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

川崎市病院局公告第12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２月25日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　総則
　⑴�　別紙の案件に係る契約条項を示し、また関連情報
を入手するための照会窓口は、次のとおりです。

　　�　病院局経営企画室契約担当（以下「病院局契約担
当」といいます。）

　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階　電話044‒200‒3857（直通）
　⑵�　川崎市病院局契約規程（以下「契約規程」といい
ます。）及び川崎市病院局競争入札参加者心得（以
下「参加者心得」といいます。）ほかの契約関係規
程並びに調達に関する仕様書等入札に必要な書類は、
病院局契約担当の窓口で閲覧できるほか、インター
ネットにおいて、病院局入札情報のページで閲覧及
びダウンロードすることができます。

　　�（https://www.city.kawasaki.jp/830/cmsfiles/
contents/0000037/37849/somu/nyuusatsu/index.
html）

　⑶�　本書に示された諸手続きで期間が定められている
場合、休庁日は当該期間から除かれます。さらに、
閲覧を含む諸手続きの時間については、当該期間の
日の午前８時30分から正午までと、午後１時から午
後５時15分までに限ります。

　⑷　競争参加の申込み及び競争参加資格について
　　ア�　競争参加申込書は、別紙の案件ごとに定められ

た期間に病院局契約担当窓口への持参により受付
けます。

　　イ�　本書において「名簿」とは、「令和３・４年度
業務委託有資格業者名簿」をいいます。競争参加
者は、別紙の案件ごとに定められた競争参加資格
のほか、次の全ての条件を満たす必要があります。

　　　ア　契約規程第２条の規定に該当しないこと。

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

　　　ウ�　法令等に従い、本件契約を確実に履行する資
格及び能力を有すること。

　　　エ�　本書に定める各種書面の提出、現場説明会へ
の出席等の競争参加者の義務を誠実に履行する
こと。

　　ウ�　競争参加資格があると認められた者には、別紙
の案件ごとに競争参加資格確認通知書を事前に交
付します。競争参加資格があると認め難い者には、
別途お知らせします。

　　エ�　競争参加資格があると認められた者が、競争参
加申込書及び本書に定めるその他の提出書類につ
いて虚偽の記載をしたときは、本件競争入札に参
加することはできません。

　⑸　仕様等に関する問合せの方法について
　　�　仕様等に関する問合せは、質問書（様式は病院局
入札情報のページで取得できます。）により受付け
ます。また、提出された質問書は、１⑴の照会窓口
に回答書とともに掲示を行い、併せて１⑵の病院局
入札情報のページにも掲載を行います。

　⑹　入札及び開札について
　　ア�　入札及び開札の日時、場所等については、別紙

の案件ごとの定めるところによります。
　　イ　入札書の提出方法は、持参とします。
　　ウ�　入札を行い、又は開札に立会う者は、競争参加

資格確認通知を受けた者又はその代理人とします。
なお、代理人が立会う場合は、入札に関する権限
及び開札の立会いに関する権限の委任を受けた旨
の書面を事前に提出しなければなりません。

　　エ　入札保証金は免除します。
　　オ�　落札者の決定については、別紙の案件ごとに契

約規程第14条の規定に基づいて作成した予定価格
の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入
札を行った入札者を落札者とします。ただし、著
しく低価格の場合は調査を行うことがあるほか、
最低制限価格が設定されている案件については、
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その価格に満たない価格で入札した者の入札は無
効とします。入札書記載金額の最も低い者が予定
価格を上回り、落札者を決定できないときは、再
度入札を行います。ただし、その前回の入札が参
加者心得の規定により無効とされた者及び開札に
立会わない者は再度入札に参加できません。

　　カ　�参加者心得において無効と定める入札は、これ
を無効とします。

　⑺　契約の締結について

　　�　落札者とは別紙の案件ごとに次の条件で契約を締
結します。

　　ア�　契約保証金は契約金額の10パーセントとします。
ただし、契約規程第34条各号に該当する場合は免
除します。

　　イ　契約書の作成を必要とします。
　　ウ�　令和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必要とします。

（案件１）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎病院電話交換業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間
令和４年４月１日から令和７年３月31日まで
（３年間の長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「その他業務」
種　目「受付案内、電話交換等の一般事務サービス」

地域区分 設定しません。

そ の 他
過去５年間に、元請として病床規模400床以上の病院において電話交換業務の契約実
績を有すること。（申込時に契約書の写しを提出すること。）

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

（案件２）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 川崎病院リネン類等供給業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間
令和４年４月１日から令和７年３月31日まで
（３年間の長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「クリーニング業務」
種　目「クリーニング業」�　

地域区分 設定しません。

そ の 他

次の１及び２の条件を満たすこと。
１�　過去５年間に、病床数300床以上の病床を有する病院において、元請として類似
の契約実績を有すること。（申込時に契約書の写しを提出すること。）
２�　一般財団法人医療関連サービス振興会から「医療関連サービスマーク」の認定を
受けていること。又は厚生省令で定める基準（医療法施行規則第９条の14）に適合
していること。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会
現場視察を希望する者は、下記の川崎病院担当者へ連絡をしてください。
川崎市立川崎病院事務局庶務課　担当　山村
電話　044－233－5521㈹
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入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件３）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院オンライン入金機による集配金業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで（５年間の長期継続契約）

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「警備」
種　目「人的警備」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定します。

そ の 他
　業務明細書中に記載の（別紙１）と（別紙２）は、競争参加資格があると認められた事業者に
対して競争参加資格確認通知書とともに交付します。

（案件４）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院ＲＩ関係保守及び放射性物質法定濃度測定業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療関連業務」
種　目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件５）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院自動血球分析装置（ＸＮ－3000）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで
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競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療関連業務」
種　目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件６）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院自動免疫染色装置保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療関連業務」
種　目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件７）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院全自動輸血検査装置（ＩＨ－500）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療関連業務」
種　目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。
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（案件８）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院体外式衝撃波結石破砕装置保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療関連業務」
種　目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件９）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院体高圧蒸気滅菌装置（オートクレーブ）保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和７年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療関連業務」
種　目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件10）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 井田病院調剤支援システム保守業務委託

履行場所 川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「医療関連業務」
種　目「医療機器維持管理」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室
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予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

（案件11）

競 争 入 札 に
付 す る 事 項

件 名 令和４年度川崎市立病院患者・職員満足度調査業務

履行場所
川崎市川崎区新川通12－１　（川崎市立川崎病院）
川崎市中原区井田２－27－１（川崎市立井田病院）

履行期間 契約締結日から令和５年１月31日まで

競争参加資格

名 簿 の
登 録

業　種「調査・測定」
種　目「その他の調査・測定」

地域区分 設定しません。

そ の 他 特になし。

競争参加の申込 令和４年２月25日から令和４年３月４日まで受付けます。

現 場 説 明 会 実施しません。

入札及び開札
日 時 令和４年３月15日　午前11時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室

予 定 価 格 公表しません。

最低制限価格 設定しません。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第４号
　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。
　　令和４年２月22日
　　　　　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　教育長　小田嶋　満
１　日　時　　令和４年３月２日（水）10時00分から
２　場　所　　教育文化会館　第６・７会議室
３　議　事
　　　　議案第44号　�川崎市立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償
に関する条例施行規則の一部を改
正する規則の制定について

　　　　議案第45号　�川崎市立学校の教職員の休職者の
給与に関する規程の一部を改正す
る訓令の制定について

　　　　議案第46号　�川崎市青少年科学館使用規則及び
川崎市立日本民家園使用規則の一
部を改正する規則の制定について

　　　　議案第47号　�人事について
４　その他報告等

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第27号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、国民健康保険法（昭和33年
法律第192号）第78条で準用する地方税法（昭和25年法
律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月16日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第28号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
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年　度 科　目 期別
この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
３年度

国民健康
保険料

３期
令和４年３月１日
（３期）

計４件

令和
３年度

国民健康
保険料

４期
令和４年３月１日
（４期）

計６件

令和
３年度

国民健康
保険料

５期
令和４年３月１日
（５期）

計６件

令和
３年度

国民健康
保険料

６期
令和４年３月１日
（６期）

計６件

令和
３年度

国民健康
保険料

７期
令和４年３月１日
（７期）

計６件

令和
３年度

国民健康
保険料

８期
令和４年３月１日
（８期）

計14件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第29号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
３年度

介護
保険料

第１期
令和４年３月１日
（第１期）

計１件

令和
３年度

介護
保険料

第２期
令和４年３月１日
（第２期）

計１件

令和
３年度

介護
保険料

第３期
令和４年３月１日
（第３期）

計１件

令和
３年度

介護
保険料

第４期
令和４年３月１日
（第４期）

計２件

令和
３年度

介護
保険料

第５期
令和４年３月１日
（第５期）

計６件

令和
３年度

介護
保険料

第６期
令和４年３月１日
（第６期）

計６件

令和
３年度

介護
保険料

第７期
令和４年３月１日
（第７期）

計６件

令和
３年度

介護
保険料

第８期
令和４年３月１日
（第８期）

計６件

（別紙省略）
　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第30号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第31号
　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の
住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ
とができないので、
介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で
準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２
の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
３年度

介護
保険料

第７期
令和４年３月１日
（第７期分）

計１件

令和
３年度

介護
保険料

第８期
令和４年３月１日
（第８期分）

計１件

令和
３年度

介護
保険料

第９期
令和４年３月１日
（第９期分）

計２件

令和
３年度

介護
保険料

第10期
令和４年３月１日
（第10期分）

計24件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第32号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
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　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
３年度

後期
高齢者
医療
保険料

第７期
令和４年３月１日
（第７期分）

計４件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第33号
　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の
住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ
とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律
第123号）第143条で準用する地方税法（昭和
25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第34号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第35号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）
　　　───────────────────

川崎市川崎区公告第36号
　国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険
料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明
のため送達することができないので、国民健康保険法（昭
和33年法律第192号）第78条、介護保険法（平成９年12
月17日法律第123号）第143条及び高齢者の医療の確保に
関する法律（昭和57年法律第80号）第112条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月28日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第８号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　　川崎市幸区長　関　敏秀

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

平成
31年度

介護
保険料

第12期 令和４年３月１日 計８件

令和
２年度

介護
保険料

第１期 令和４年３月１日 計３件

令和
２年度

介護
保険料

第２期 令和４年３月１日 計４件

令和
２年度

介護
保険料

第３期 令和４年３月１日 計５件

令和
２年度

介護
保険料

第４期 令和４年３月１日 計５件

令和
２年度

介護
保険料

第５期 令和４年３月１日 計６件

令和
２年度

介護
保険料

第６期 令和４年３月１日 計５件
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令和
２年度

介護
保険料

第７期 令和４年３月１日 計８件

令和
２年度

介護
保険料

第８期 令和４年３月１日 計９件

令和
２年度

介護
保険料

第９期 令和４年３月１日 計８件

令和
２年度

介護
保険料

第10期 令和４年３月１日 計８件

令和
２年度

介護
保険料

第11期 令和４年３月１日 計７件

令和
２年度

介護
保険料

第12期 令和４年３月１日 計７件

令和
３年度

介護
保険料

第１期 令和４年３月１日 計４件

令和
３年度

介護
保険料

第２期 令和４年３月１日 計５件

令和３
年度

介護
保険料

第３期 令和４年３月１日 計４件

令和
３年度

介護
保険料

第４期 令和４年３月１日 計４件

令和
３年度

介護
保険料

第５期 令和４年３月１日 計６件

令和
３年度

介護
保険料

第６期 令和４年３月１日 計６件

令和
３年度

介護
保険料

第７期 令和４年３月１日 計４件

令和
３年度

介護
保険料

第８期 令和４年３月１日 計４件

令和
３年度

介護
保険料

第９期 令和４年３月１日 計３件

令和
３年度

介護
保険料

第10期 令和４年３月１日 計３件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第９号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　　川崎市幸区長　関　敏秀
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第10号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の

者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市幸区長　　関　敏秀

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

平成
31年度

後期
高齢者
医療
保険料

第９期 令和４年３月１日 計１件

令和
２年度

後期
高齢者
医療
保険料

第４期 令和４年３月１日 計１件

令和
２年度

後期
高齢者
医療
保険料

第５期 令和４年３月１日 計２件

令和
２年度

後期
高齢者
医療
保険料

第６期 令和４年３月１日 計２件

令和
２年度

後期
高齢者
医療
保険料

第７期 令和４年３月１日 計２件

令和
２年度

後期
高齢者
医療
保険料

第８期 令和４年３月１日 計２件

令和
２年度

後期
高齢者
医療
保険料

第９期 令和４年３月１日 計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市幸区公告第11号
　次の介護保険料に係る還付通知書を別紙記載の者に送
達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業
所が不明のため送達することができないので、介護保険
法（平成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
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り公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月28日
　　　　　　　　　　　　川崎市幸区長　関　敏秀

年　度 科　目 期　別
この公告により
変更する納期限

件数
・
備考

令和
３年度

介護
保険料

計１件

（別紙省略）

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第８号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市中原区長　永　山　実　幸
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第９号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市中原区長　永　山　実　幸

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
３年度

介護
保険料

第９期 令和４年３月１日 １件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第10号
　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達
すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所

が不明のため送達することができないので、国民健康保
険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市中原区長　永　山　実　幸
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第11号
　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達
すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所
が不明のため送達することができないので、国民健康保
険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月28日
　　　　　　　　川崎市中原区長　永　山　実　幸
（別紙省略）

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第16号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第17号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税
法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公
告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日



（第1,838号）令和４年（2022年）３月10日川 崎 市 公 報

－1619－

　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期　別
滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和
３年度

介護
保険料

第10期分
令和４年３月１日
（第10期分）

計９件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第18号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期　別
滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和
３年度

後期
高齢者
医療
保険料

第７期分
令和４年３月１日
（第７期分）

計１件

（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市宮前区公告第７号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　昭子
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第８号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）

第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　昭子
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第９号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和３年２月18日
　　　　　　　　　　　川崎市宮前区長　南　昭子
（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第８号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第９号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
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年　度 科　目 期　別
滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和
３年度

介護
保険料

第９期
令和

４年３月１日
１件

令和
３年度

介護
保険料

第10期
令和

４年３月１日
６件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第10号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律80号）第
112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20
条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘

年　度 科　目 期　別
この公告により滞納
処分に着手し得る日

件数
・
備考

令和
３年度

後期
高齢者
医療
保険料

第６期 令和４年３月１日 計１件

令和
３年度

後期
高齢者
医療
保険料

第７期 令和４年３月１日 計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第11号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知が送達できないので公示します｡
　　令和４年２月24日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第12号
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ
り、その者に通知しなければならないところ住所及び居
所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和４年２月24日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第８号
　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明
のため送達することができないので、介護保険法（平成
９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市麻生区公告第９号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
（別紙省略）
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　　　───────────────────
川崎市麻生区公告第10号
　保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達
すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所
が不明のため送達することができないので、国民健康保
険法（昭和33年12月27日法律192号）第78条及び介護保
険法（平成９年12月17日法律第123号）第143条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和４年２月18日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
（別紙省略）
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