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告 示

川崎市告示第377号

　　　 道路の区域決定に関する告示の訂正につ

　　　いて

　令和４年６月28日川崎市告示第374号の表を次のとお

り訂正します。

　　令和４年７月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　誤

道路の種類　市道

整理番号 路線名
起　　　　　点

敷地の幅員(ｍ) 延長(ｍ) 備考
終　　　　　点

17 浮島町線
川崎区 浮島町 509番 １先

423.97 25.00 
川崎区 浮島町 511番 先

18
久地

第151号線

高津区 久地２丁目 91番 ７先
82.19 ４.50 

高津区 久地２丁目 93番 23先

19
久地

第152号線

高津区 久地２丁目 93番 24先
60.68 ４.61～４.62

高津区 久地２丁目 102番 17先

20
菅生ケ丘

第13号線

宮前区 菅生ケ丘 2106番 88先
135.57 ４.00～４.17

宮前区 菅生ケ丘 2106番 83先

21
菅生ケ丘

第14号線

宮前区 菅生ケ丘 2148番 110先
31.40 ４.50 

宮前区 菅生ケ丘 2148番 117先

22
馬絹

第194号線

宮前区 馬絹４丁目 1014番 ５先
31.47 ６.00 

宮前区 馬絹４丁目 1194番 ７先

23
南野川

第１号線

宮前区 南野川１丁目 2796番 １先
80.50 ５.00～６.91

宮前区 南野川１丁目 2793番 ４先

24
長尾

第178号線

多摩区 長尾５丁目 272番 ３先
44.80 ５.50 

多摩区 長尾５丁目 272番 10先

25
長沢

第161号線

多摩区 長沢３丁目 8728番 12先
30.87 ４.50 

多摩区 長沢３丁目 8728番 ７先

26
登戸

第361号線

多摩区 登戸 1705番 １先
167.32 ６.00 

多摩区 登戸 1652番 先

27
生田

第277号線

多摩区 生田４丁目 1890番 142先
109.23 ４.00 

多摩区 生田４丁目 1890番 109先

28
万福寺

第116号線

麻生区 万福寺４丁目 15番 20先
30.15 ４.50 

麻生区 万福寺４丁目 15番 20先

29
万福寺

第117号線

麻生区 万福寺４丁目 15番 18先
73.77 ６.00 

麻生区 万福寺４丁目 368番 35先

以下余白

正

道路の種類　市道

整理番号 路線名
起　　　　　点

敷地の幅員(ｍ) 延長(ｍ) 備考
終　　　　　点

17 浮島町線
川崎区 浮島町 509番 １先

25.00 423.97
川崎区 浮島町 511番 先

18
久地

第151号線

高津区 久地２丁目 91番 ７先
４.50 82.19

高津区 久地２丁目 93番 23先

19
久地

第152号線

高津区 久地２丁目 93番 24先
４.61 ～４.62 60.68

高津区 久地２丁目 102番 17先

20
菅生ケ丘

第13号線

宮前区 菅生ケ丘 2106番 88先
４.00 ～４.17 135.57

宮前区 菅生ケ丘 2106番 83先

21
菅生ケ丘

第14号線

宮前区 菅生ケ丘 2148番 110先
４.50 31.40

宮前区 菅生ケ丘 2148番 117先



（第1,847号）令和4年(2022年)7月25日 川 崎 市 公 報

－3096－

22
馬絹

第194号線

宮前区 馬絹４丁目 1014番 ５先
６.00 31.47

宮前区 馬絹４丁目 1194番 ７先

23
南野川

第１号線

宮前区 南野川１丁目 2796番 １先
５.00 ～６.91 80.50

宮前区 南野川１丁目 2793番 ４先

24
長尾

第178号線

多摩区 長尾５丁目 272番 ３先
５.50 44.80

多摩区 長尾５丁目 272番 10先

25
長沢

第161号線

多摩区 長沢３丁目 8728番 12先
４.50 30.87

多摩区 長沢３丁目 8728番 ７先

26
登戸

第361号線

多摩区 登戸 1705番 １先
６.00 167.32

多摩区 登戸 1652番 先

27
生田

第277号線

多摩区 生田４丁目 1890番 142先
４.00 109.23

多摩区 生田４丁目 1890番 109先

28
万福寺

第116号線

麻生区 万福寺４丁目 15番 20先
４.50 30.15

麻生区 万福寺４丁目 15番 20先

29
万福寺

第117号線

麻生区 万福寺４丁目 15番 18先
６.00 73.77

麻生区 万福寺４丁目 368番 35先

以下余白

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

川崎市告示第378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７月１日から令和４年７月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年７月１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
長尾

第147号線

川崎市多摩区

長尾２丁目

1315番８先 ２.12 ～

２.73
115.15

川崎市多摩区

長尾２丁目

1371番５先

新
長尾

第147号線

川崎市多摩区

長尾２丁目

1319番イ先 ３.20 ～

５.12
115.15

川崎市多摩区

長尾２丁目

1371番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第379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７月１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７月１日から令和４年７月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年７月１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

長尾

第147号線

川崎市多摩区長尾２丁目1319番イ先

川崎市多摩区長尾２丁目1371番４先

　　　───────────────────

川崎市告示第380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７月１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７月１日から令和４年７月15日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年７月１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

長沢

第71号線

川崎市多摩区長沢３丁目8813番１先

川崎市多摩区長沢３丁目8813番１先

長沢

第72号線

川崎市多摩区長沢３丁目8813番１先

川崎市多摩区長沢３丁目8813番１先

　　　───────────────────

川崎市告示第381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７月１日から令和４年７月15日まで一般の

縦覧に供します。 

　　令和４年７月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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道路の種類　市　道

旧・

新別
路線名 区　　　間

敷地の

幅員（ｍ）

延長

（ｍ）
備考

旧
千年

第64号線

川崎市高津区

千年442番先
１.52 43.61

川崎市高津区

千年447番５先

新
千年

第64号線

川崎市高津区

千年442番先
１.52 22.73

川崎市高津区

千年464番３先

　　　───────────────────

川崎市告示第382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７月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場

所の名称及び位置

　　別紙のとおり

２ 　保管期間

　　当該告示をした日から起算して１箇月間

３ 　引取りの方法

　⑴ 　引取りの場所

　　　別紙表記載の保管場所

　⑵ 　引取りのできる日時

　　 　火曜日から金曜日までの午前11時から午後７時ま

で並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後５時

まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する

休日及び12月29日から１月３日までを除く。

　⑶ 　引取りに要する費用

　　　自転車　　　　　　2,500円

　　　原動機付自転車　　5,000円

　　　自動二輪車　　　　10,000円

　⑷ 　持参するもの

　　　自転車等の鍵

　　　印鑑

　　　住所等身分を証明するもの

４　その他

　 　この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を

経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのない

ものについては、条例第14条に基づき売却その他の処

理をします。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市告示第383号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第

２項の規定に基づき、公園プール使用料の収納事務を次

のとおり委託したので告示します。

　　令和４年７月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　受託者の所在地及び名称

　　川崎市幸区紺屋町30番地

　　株式会社　ジンダイ

　　代表取締役　今井　信

２ 　委託する業務の種類

　 　大師プール、小倉西児童プール、平間児童プール、

稲田児童プールの使用料の収納事務

３ 　委託期間

　　令和４年７月10日から令和４年８月31日まで

　　　───────────────────

川崎市告示第384号

　　　介護保険法によるサービス事業者等の指定

　　　等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本

文、第42条の２第１項本文、第46条第１項、第48条第１

項第１号、第53条第１項、第54条の２第１項本文、若し

くは第58条第１項の規定又は第94条第１項の規定によ

り、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス

事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施

設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護

予防サービス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者

を指定し又は介護老人保健施設を許可したので、同法第

78条、第78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第

115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の

２の規定に基づき告示します。

　　令和４年７月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和４年７月１日指定等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社ジョイ

フルライフ
1465690300

訪問看護ステーション　

ジョイフルライフ
川崎市麻生区上麻生７丁目43番18－403号

訪問看護

介護予防訪問看護

株式会社ヒュー

マンケアー
1465590369

訪問看護ステーション　

よろこび初山
川崎市宮前区初山２－25－９－５

訪問看護

介護予防訪問看護

テラスパートナ

ーズ株式会社
1495500694 リハてらす宮前

川崎市宮前区神木本町５－１－４エスペラ

ンサ宮前１階101号室
地域密着型通所介護
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さくらツーリス

ト株式会社
1495500702

中央リハビリステーション

エボルブ　宮前平
川崎市宮前区宮前平１－４－142－Ｂ１・３ 地域密着型通所介護

株式会社エサン

ス
1495000786 リハビリデイ月の光　川崎 川崎市川崎区鋼管通１－４－７ 地域密着型通所介護

合同会社エムテ

ィービィー
1475203228 在宅サポートアンブレラ

川崎市中原区上丸子天神町69－５アーバン

ハイツＮＡⅡ　106
居宅介護支援

株式会社ジョイ

フルライフ
1475602569

居宅介護支援ジョイフルラ

イフ
川崎市麻生区上麻生７丁目43番18－403号 居宅介護支援

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

川崎市告示第385号

　　　介護保険法等によるサービス事業所等の廃

　　　止等について

　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、

第78条の５第２項、第82条第２項、第99条第２項、第

105条の５第２項、第115条の15第２項、第115条の25第

２項、第78条の８若しくは第91条の規定、又は健康保険

法等の一部を改正する法律附則130条の２第１項により

なおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法

（以下、「旧介護保険法」といいます。）第113条の規定

により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サー

ビス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ

ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者

若しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があ

り、又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老

人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の

届出があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第

85条、第104条の２、第115条の10、第115条の20、第115

条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法

第115条の規定に基づき告示します。

　　令和４年７月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

令和４年５月廃止等

事業者の名称 事業所番号 事業所の名称 事業所の住所 サービスの種類

株式会社メディコ

サービス
1475202576 メディコサービス中原

川崎市中原区中丸子364番地１

東豊ツカサビル１階
訪問介護

大澤工事株式会社 1475001010 グレイス・ケアプラザ大澤 川崎市川崎区藤崎３丁目６番23号 通所介護

株式会社木下の介

護
1475102305 木下の介護　川崎幸 川崎市幸区小向町10番22 居宅介護支援

株式会社木下の介

護
1475102297 木下の介護　川崎幸 川崎市幸区小向町10番22 訪問介護

工藤建設株式会社 1475203186
訪問介護事業所　

フローレンスケア武蔵小杉
川崎市中原区今井上町８-24 訪問介護

工藤建設株式会社 1475203194
居宅介護支援事業所　フローレン

スケア武蔵小杉
川崎市中原区今井上町８-24 居宅介護支援

有限会社太陽 1495100438
太陽ケアセンターグループホーム

やまぶき
川崎市幸区戸手１-８-10

認知症対応型共同生

活介護

介護予防認知症対応

型共同生活介護

株式会社やさしい 1495600403 デイサービスやさしい 川崎市麻生区王禅寺東６-７-36 地域密着型通所介護

株式会社SOCIAL LAB 1495500355 セラピストデイ菅生 川崎市宮前区菅生３-41-22 地域密着型通所介護

株式会社SOCIAL LAB 1495500504 セラピストデイ菅生２ 川崎市宮前区菅生３-41-22 地域密着型通所介護

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

川崎市告示第386号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３

第１項に規定する指定納付受託者を指定したので、同条

第２項の規定により告示します。

　　令和４年７月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　指定納付受託者の住所及び名称

　　名　称　　株式会社エム・ピー・ソリューション　

　　所在地　　 東京都港区虎ノ門２－10－４　オークラ

プレステージタワー８階

　　代表者　　代表取締役　佐藤　栄治

２ 　取り扱う歳入等の種類

　　川崎市岡本太郎美術館観覧料

３ 　指定期間

　　令和４年６月23日から 令和４年９月30日

　　　───────────────────

川崎市告示第387号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ
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ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第388号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第389号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に

より医療機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項において生活保護法の規定の例によるとされ

ている医療支援給付の医療機関の指定を行いましたの

で、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示します。

（別表省略）

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第390号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の廃止並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の廃止を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき告

示します。（別表省略）

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第391号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の

規定により施術機関の指定並びに中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30

号）第14条第４項において生活保護法の規定の例による

とされている医療支援給付の施術機関の指定を行いまし

たので、同法第55条の３第１号の規定に基づき告示しま

す。（別表省略）

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第392号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規

定により指定医療機関の変更並びに中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

30号）第14条第４項において生活保護法の規定の例によ

るとされている医療支援給付の指定医療機関の変更を行

いましたので、同法第55条の３第２号の規定に基づき別

表のとおり告示します。（別表省略）

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第393号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に

おいて準用する同法第50条の２の規定により指定施術機

関の変更並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項

において生活保護法の規定の例によるとされている医療

支援給付の指定施術機関の変更を行いましたので、同法

第55条の３第２号の規定に基づき告示します。（別表省略）

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　　　───────────────────

川崎市告示第394号

　　　指定障害福祉サービスの事業の廃止につい

　　　て

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第46条第２項の規定

により、指定障害福祉サービスの事業の廃止の届出があ

りましたので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり

告示します。

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

神奈川高齢者

生活協同組合

川崎北部訪問介護ステ

ーションはなみずき

川崎市麻生区上麻生５－35－７　ハイツ

柿生第２－105号
同行援護 令和４年５月１日 1415600202

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第395号

　　　指定一般相談の事業の廃止について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の25第２項の

規定により、指定一般相談事業の廃止の届出がありまし

たので、同法第51条の30の規定に基づき別表のとおり告

示します。

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

特定非営利活動法人　

療育ねっとわーく川崎

相談支援センター

「ＧＤＰかわさき」
川崎市多摩区登戸2981 地域定着支援 令和４年５月15日 1435400708

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

川崎市告示第396号

　　　指定障害児通所支援事業者の指定について

　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15

第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定

を行いましたので、同法第21条の５の25第１項の規定に

基づき別表のとおり告示します。

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

株式会社コペル
コペルプラス　

黒川教室

川崎市麻生区黒川３－１ 

セントリビエ１階　２号室
児童発達支援 令和４年７月１日 1455600435

一般社団法人

Thinking Tree

児童発達支援・放課

後 等 デ イ サ ー ビ ス

KODACHI

川崎市麻生区百合丘１－16－

14　クレスト百合丘３号室
児童発達支援 令和４年７月１日 1455600443

一般社団法人

Thinking　Tree

児童発達支援・放課

後 等 デ イ サ ー ビ ス

KODACHI

川崎市麻生区百合丘１－16－

14　クレスト百合丘３号室

放課後等デイ

サービス
令和４年７月１日 1455600443

エルステッドインター

ナショナル株式会社

プライズキッズ

溝の口教室

川崎市高津区溝口３－11－17

－103
児童発達支援 令和４年７月１日 1455300572

エルステッドインター

ナショナル株式会社

プライズキッズ

溝の口教室

川崎市高津区溝口３－11－17

－103

放課後等デイ

サービス
令和４年７月１日 1455300572

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

川崎市告示第397号

　　　指定障害福祉サービス事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定

により、指定障害福祉サービス事業者の指定を行いまし

たので、同法第51条の規定に基づき別表のとおり告示し

ます。

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

株式会社ルアナ

介護サービス
ルアナケアサービス

川崎市幸区塚越４－363－６－

201

居宅介護　

重度訪問介護
令和４年７月１日 1415100815

合同会社三和
三和介護

ステーション

川崎市中原区井田２丁目34－３

－301号

居宅介護　

重度訪問介護
令和４年７月１日 1415201266

一般社団法人

ライフデザイン

グループホーム誉　

武蔵中原

川崎市高津区子母口1025　Ｇレ

ジデンスファースト102
共同生活援助 令和４年７月１日 1425301262

一般社団法人

ウイングワークス
ウイング千代ヶ丘

川崎市麻生区千代ケ丘八丁目５

番２号
就労継続支援B型 令和４年７月１日 1415600954

株式会社いっぽ いっぽ新百合ヶ丘
川崎市麻生区百合丘３－22－10

－101
就労継続支援B型 令和４年７月１日 1415600962

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

川崎市告示第398号

　　　指定特定相談支援事業者の指定について

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第

１号の規定により、指定特定相談支援事業者の指定を行

いましたので、同法第51条の30の規定に基づき別表のと

おり告示します。

　　令和４年７月７日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

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

社会福祉法人

長尾福祉会

長尾福祉会計画相談事業所 川崎市宮前区神木本町５－１－４

　エスペランサ宮前203

計画相談支援 令和４年７月１日 1435501026

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市告示第399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７月12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400号

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法

津第39号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を

整備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定に基

づき次のとおり告示する。

　　令和４年７月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

道路の種類 路線名 区　　　　間

国道 409号

川崎市中原区小杉町３丁目29番地先

から（起点）

川崎市中原区小杉町３丁目256番地先

まで（終点）

　　　───────────────────

川崎市告示第401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７月13日から令和４年７月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年７月13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
北加瀬

第７号線

川崎市幸区北加

瀬３丁目487番

７先
２.73 34.05

川崎市幸区北加

瀬３丁目487番

７先

新
北加瀬

第７号線

川崎市幸区北加

瀬３丁目487番

２先
３.36

～

３.61

34.05
川崎市幸区北加

瀬３丁目487番

２先

　　　───────────────────

川崎市告示第402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７月13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７月13日から令和４年７月28日まで一般の

縦覧に供します。

　　令和４年７月13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

北加瀬

第７号線

川崎市幸区北加瀬３丁目487番２先

川崎市幸区北加瀬３丁目487番２先

　　　───────────────────

川崎市告示第403号

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第53条

第１項の届出を受けたので、同条第２項の規定により次

のとおり告示します。

　　令和４年７月13日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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名称 変更年月日 変更事項 変更前 変更後

特定非営利活動法人かわさき市民アカデミー 令和４年６月１日 代表者の氏名 藤嶋　昭 太田　猛彦

公 告

川崎市公告第834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７月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦

競争入札に

付する事項

件　　 名 乗用自動車（ハイブリッド車）購入

履行場所 川崎市川崎区東扇島38－１

履行期間 令和５年３月31日

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

れていること。

⑷ 　平成24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　044－200－2093

入札日時等 平令和４年８月４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 　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、契約課ホームページ「入札情報　かわさき」をご覧ください。

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

川崎市公告第835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７月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 石神橋橋りょう長寿命化修繕設計委託

履行場所 川崎市中原区木月４丁目22番地先

履行期間 令和４年12月28日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

　　種目「鋼構造及びコンクリート部門」で登録されている者。

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

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

兼務できない。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月２日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

(案件２)

競争入札に

付する事項

件　　 名 大戸小学校現地測量委託

履行場所 川崎市中原区下小田中１丁目４番１ 　ほか

履行期間 令和５年１月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月２日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

(案件３)

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内平瀬川護岸改修工事に伴う家屋調査業務委託

履行場所 川崎市高津区上作延439番地先

履行期間 令和４年12月28日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「事業損失

部門」で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月２日14時30分 （財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

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

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

(案件４)

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度　都市計画道路柿生町田線　建物調査等委託（その２）

履行場所 川崎市麻生区上麻生６丁目地内

履行期間 契約の日から110日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「補償コンサルタント」種目「物件部門」

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月２日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

(案件５)

競争入札に

付する事項

件　　 名 東名犬蔵公園整備設計業務委託

履行場所 川崎市宮前区犬蔵２丁目16番地

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

で登録されている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月２日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

(案件６)

競争入札に

付する事項

件　　 名 高津区内道路清掃委託

履行場所 川崎市高津区役所道路公園センター管内

履行期間 令和５年３月31日限り
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

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

登録されている者。

⑹ 　川崎市もしくは神奈川県産業廃棄物収集運搬業の許可証（産業廃棄物の種類に「汚泥」、「廃プ

ラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」が含まれている

こと）を受けている者。

⑺ 　散水車、ロードスイーパー及び運搬車（トラック等）を保有または調達することが可能な者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年６月２日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

　特定業務委託契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

(案件７)

競争入札に

付する事項

件　　 名 田村橋ほか５橋耐震補強設計委託

履行場所 川崎市多摩区中野島４丁目15番地先ほか５箇所

履行期間 令和３年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

びコンクリート部門」で登録されている者。

⑷ 　管理技術者は、技術士（建設部門：鋼構造及びコンクリート）の資格を有する者であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年８月20日14時30分 （砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 ・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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(案件８)

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎市保管土地図図葉調製委託

履行場所 川崎市内全域

履行期間 令和３年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。

⑸ 　平成31・32年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録されて

いる者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和２年８月20日14時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

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

川崎市公告第836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　７月　１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 かわさき市政だより（９月号以降）

の公共施設等への送達等業務委託

　⑵ 　履行場所　　市内全域及び一部市外

　⑶ 　履行期限　　 契約締結の日から令和５年３月31日

まで

２ 　一般競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和４年度業務委託有資格業

者名簿に業種「倉庫・運送業務」に搭載されている

こと。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　次のホームページ又は次の配布・提出場所におい

て、一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書及び質

問書が添付された入札説明書を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次のとおり

所定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参により

提出してください。

　 　https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000141491.

html

　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市総務企画局シティプロモーション推進室

　　　電話　044－200－2283　　FAX　044－200－3915

　　　E-mail　17koho@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月１日（金）から令和４年７月７日

（木）まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。）。

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）。

　⑶ 　提出方法　

　　　持参とします。

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、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　３⑴と同じ

　⑵ 　日時　令和４年７月８日（金）午後５時まで

　　 　ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に

電子メールのアドレスを登録した場合は、同日中ま

でに電子メールで配信されます。
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５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先　３⑴と同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年７月１日（金）から令和４年７月７日

（木）まで

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、正午～午後１

時を除く。）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール、FAX又は郵送によります。持

参先等は３⑴に同じ。なお、電子メール又はFAXで

送付した場合は、送付した旨を３⑴の問い合わせ先

に電話にて御連絡ください。また、郵送の場合は５

⑵の期間内に必着のこと。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年７月８日（金）午後５時までに、一般競

争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子

メール又はFAXにて回答書を送付します。なお、こ

の入札の参加資格を満たしていない者からの質問に

関しては回答しません。

６　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前上記２の各号のいずれかの条件を欠いたと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額に、消費税及び地方消費税に相当する額（入札

書に記載した金額の10％）を加算した金額をもっ

て契約金額とします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　 令和４年７月20日（水）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13階会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約保証金は契約金額の100分の10とし、１円未

満は切捨てとします。ただし、川崎市契約規則第33

条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（URLは３に記載）で閲覧することがで

きます。

９　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得に定める

ところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所及び問い合わせ先」と同じとします。

　　　───────────────────

川崎市公告第837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７月１日 

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項 

　⑴ 　業務件名

　　　令和４年度かわさき科学技術サロン運営業務委託

　⑵ 　履行場所 

　　　川崎市内　他

　⑶ 　履行期間 

　　　令和４年８月５日から令和５年３月31日まで 

　⑷ 　業務概要

　　 　講演会、会場討議等を行う交流イベントを年度内
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に２回実施する。また、有識者や市内企業の要人を

世話人とし、交流イベントに招聘する講師や、サロ

ンの在り方を協議する「世話人会」を年度内に２回

実施する。

２ 　競争入札参加資格 

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て

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

「その他」種目「イベント」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 　企画内容への助言、適切な広報、スムーズな当日

運営が重要であるため、過去に本市又は他官公庁に

おいて類似業務（リアル・オンラインハイブリッド

でのイベント運営）の実績があり、かつ誠実に履行

した実績を有すること。さらに、実施したイベント

を確認できる資料（直近２年または直近３回の開催

イベント名・参加人数一覧等）を競争入札参加資格

確認申請書ともに提出すること。（※様式自由）

３ 　競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び問合

せ先 

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争参加

の申し込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所・問合せ先

　　　川崎市経済労働局イノベーション推進部

　　 　〒210-0007　川崎市川崎区駅前本町11－２　フロ

ンティアビル10階

　　　電話　044-200-2407

　　　E-mail　28innova@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年７月１日（金）から令和４年７月15日

（金）まで（※土日除く）

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出方法

　　　持参又は簡易書留による郵送

　　　郵送の場合は、上記日時までに必着とします。

　　　封筒に入札件名を記載してください。

　　 　提出先：３⑴ 配布・提出場所・問合せ先に同じ。

４　入札説明会及び入札説明書 

　⑴ 　入札説明会

　　　実施しません。 

　⑵ 　入札説明書の交付 

　　 　業務の詳細、競争入札参加資格確認申請書及び質

問書の様式が添付されている入札説明書は、３⑴ 

配布・提出場所・問合せ先の場所において、希望者

には印刷物を配布します。また、次のホームページ

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。

　　 　・入札公表について（令和４年度かわさき科学技

術サロン運営業務委託）

　　 　＜https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000141557.

html＞

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付 

　 　競争入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、

２の競争入札参加資格について審査し、競争入札参加

資格確認通知書を交付します。 

　 　川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子

メールのアドレスを登録している場合は、令和４年７

月20日（水）に電子メールで配信します。電子メール

アドレスを登録していない場合は、FAXで送信します。

６　仕様に関する質問書の受付

　⑴ 　質問書の送付先

　　　３⑴配布・提出場所・問合せ先に同じ。

　⑵ 　質問書受付期間

　　 　令和４年７月20日（水）から７月21日（木）まで

（21日（木）午後５時まで）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提

出してください。

　⑷ 　質問書受付方法

　　　電子メール又はＦＡＸに限る。

　　　電子メール　28innova@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　　　044-200-3920

　⑸ 　回答方法 

　　 　令和４年７月25日（月）に、競争入札参加資格確

認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はＦＡＸ

にて回答書を送付します。なお、この入札の参加資

格を満たしていない者からの質問に関しては回答し

ません。

７　競争入札参加資格の喪失 

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記「２　競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加資格確認申請書、提出書類等につい

て、虚偽の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、総価で行います。入札者は見積った契

約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記

載してください。 

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して持参して
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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７月29日（金）　午前10時00分

　　イ 　入札場所

　　　　〒210－0007

　　　　 川崎市川崎区駅前本町11－２　川崎フロンティ

アビル６階 

　　　　川崎市経済労働局会議室

　　　　※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況によ

り、郵送（簡易書留）による入札に変更する

場合があります。

　⑶ 　入札書の提出方法 

　　　持参とします。   

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法 

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹ 　入札の無効 

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

９　契約の手続き等

　⑴ 　前払金

　　　否

　⑵ 　契約書作成の要否 

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」及び３⑴配布・提出場所・問合せ先の

場所で閲覧することができます。 

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。 

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴配布・

提出場所・問合せ先」と同じです。

　⑶ 　業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、

質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎

市のホームページにおいて、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。

　　 　・入札公表について（令和４年度かわさき科学技

術サロン運営業務委託）

　　 　＜https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000141557.

html＞

　　　───────────────────

川崎市公告第838号

　川崎都市計画事業登戸土地区画整理事業の事業計画を

変更するにあたり、土地区画整理法（昭和29年法律第

119号）第55条第13項により準用する同条第１項の規定

により、公衆の縦覧に供しますので、土地区画整理法施

行令（昭和30年政令第47号）第３条の規定により次の事

項を公告します。

　なお、当該事業計画のうち、都市計画で定められた事

項以外の事項について意見のある利害関係者は、令和４

年８月１日までに川崎市長に意見書を提出することがで

きます。

　令和４年７月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　縦覧期間

　　令和４年７月４日から令和４年７月17日まで

２ 　縦覧場所

　　川崎市まちづくり局登戸区画整理事務所

　　（川崎市多摩区登戸2202番地１）

３ 　縦覧時間

　　午前８時30分から午後５時15分まで

　　　───────────────────

川崎市公告第839号

　　　川崎市営住宅等敷地内の放置自動車の処分

　　　について

　次の川崎市営住宅等敷地内にある放置自動車は、令和

４年７月19日までに撤去されない場合は、本市が処分す

ることを公告します。

　　令和４年７月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　放置されている場所（住宅名）

　　二子市営住宅

２ 　放置自動車の台数

　　バイク　１台（二子市営住宅）

　　　───────────────────

川崎市公告第840号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和４年７月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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築造主

住所・氏名

横浜市神奈川区鶴屋町二丁目21番地９　

三善ビル３階

株式会社フレックスホーム　代表取締役　

金沢　裕矢

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区南平台660番26の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　別図省略

幅　員

４．50メートル

延　長

18．33メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第205号 指定年月日 令和４年７月５日

　　　───────────────────

川崎市公告第841号

　　　道路位置の指定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第

５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。

　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審

査課に備えて縦覧に供します。

　　令和４年７月５日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

築造主

住所・氏名

川崎市宮前区土橋二丁目６番地17　

株式会社　成建　代表取締役　常盤　孝一

道路位置の

地名・地番

川崎市宮前区馬絹三丁目1412番１の一部　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　別図省略

幅　員
４．50メートル

延　長
15．47メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第206号 指定年月日 令和４年７月５日

　　　───────────────────

川崎市公告第842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７月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島２期廃棄物埋立護岸関連管理工事

履行場所 川崎市川崎区浮島町地先

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」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書における「土

木一式」の総合評定値が1,200点以上であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

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

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

　 　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。

⑽ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発

注した工事で、「海上（作業船にて）における杭径φ1500ｍｍを超える鋼管杭あるいは鋼管矢板を
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打設した工事」の完工実績を有すること。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年８月19日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

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

御覧ください。

⑶ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 東扇島小型船溜防波堤築造その３工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島地先

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」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書における「土

木一式」の総合評定値が1,200点以上であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

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

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

　 　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
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　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。

⑽ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　国及び地方公共団体等（法人税法別表第一及び建設業法施行規則第十八条に定める法人）が発

注した工事で、「海上（作業船にて）における杭径φ900ｍｍ以上の鋼管杭あるいは鋼管矢板を打

設した工事」の完工実績を有すること。ただし、共同企業体により施工した工事については、出

資割合が20％以上であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年８月19日　17時00分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

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

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

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

御覧ください。

⑶ 　詳細は、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 千鳥町鉄道敷護岸改良その５工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町地先

履行期間 契約の日から190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。

　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」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

特定建設業の許可を要しません。

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

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

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８月２日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港内港湾施設防食および補修その１工事

履行場所 川崎市川崎区東扇島32－３番地先ほか

履行期間 契約の日から180日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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」又は「準市内」で登録され

ていること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」種目「港湾」ランク「Ａ」で登

録されていること。

⑹ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑺ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

特定建設業の許可を要しません。

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

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

ません（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
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参 加 資 格

　　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８月２日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道下麻生21号線道路補修（床版）工事

履行場所 川崎市麻生区下麻生２丁目28番地先

履行期間 契約日から180日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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 　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 　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年７月21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。
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（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 第３庁舎照明設備等改修工事

履行場所 川崎市川崎区東田町５番地４

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

　ア 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

　ウ　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。

　エ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

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

ること。

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

企業者であること。

　キ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク 　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア 　電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　　 　なお、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。

　⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　　ア 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　　イ 　主任技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。

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

なりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

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８月19日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

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

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

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

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

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

御覧ください。

⑶ 　詳細は、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 生田住宅新築第１号工事

履行場所 川崎市多摩区生田三丁目1064番１の一部

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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 　「官公需について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。

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。

　 　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８月19日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

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

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

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

詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公
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そ　の　他

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

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

を御覧ください。

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

市議会（令和４年12月頃）で議決を得たときに契約を締結します。

⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約（公契約）に該当します。

⑸ 　詳細は、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 （仮称）多摩区保育・子育て総合支援センター新築工事

履行場所 川崎市多摩区生田２丁目14番５号

履行期間 契約の日から令和６年７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「Ａ」

で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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。

　 　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８月19日　17時00分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

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

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

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

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

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

御覧ください。 

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

市議会（令和４年12月頃）で議決を得たときに契約を締結します。

⑷ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

負契約（公契約）に該当します。

⑸ 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 上小田中地下横断歩道ポンプ施設排水設備改修工事

履行場所 川崎市中原区上小田中４丁目３番地先

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「電気」ランク「Ｃ」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「電気」）を配置できること。

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７月25日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 長尾こども文化センターほか３か所囲障改修工事

履行場所 川崎市多摩区長尾１丁目12番７号ほか３か所

履行期間 契約の日から令和４年12月28日まで
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参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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「とび・土工」種目「その他のとび」で

登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「とび・土工」）を配置できること。

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７月29日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他
※本工事は予定価格の事後公表試行案件です。

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

（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅生緑地東地区トイレ改築その他工事

履行場所 川崎市宮前区水沢１丁目３ほか

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「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」

又は「Ｃ」で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年８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。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 浮島処理センター洗濯設備改修その２工事

履行場所 川崎市川崎区浮島町509番地１

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「機械」種目「その他の機械設置」で登

録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を専任で配置できること。

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係（〒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７月25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。
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（案件13）

競争入札に

付する事項

件　　 名 川崎港海底トンネル非常電話設備改修工事

履行場所 川崎市川崎区千鳥町９－９ほか

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「通信」種目「その他の通信設備」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 　電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

　 　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「電気通信」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

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

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

　 　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８月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件14）

競争入札に

付する事項

件　　 名 平間・平間乳児保育園園舎解体撤去工事

履行場所 川崎市中原区上平間366番地

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「解体」種目「解体」で登録されている

こと。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　解体工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

特定建設業の許可を要しません。

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

　　※ 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８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。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市公告第843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７月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　
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築造主

住所・氏名
川崎市高津区子母口1005番地１　内山　岩男

道路位置の

地名・地番

①川崎市高津区子母口字富士見田

　954番６、955番６

②川崎市高津区子母口字富士見田

　945番３、954番２、955番２　　　別図省略

幅　員

４．00メートル

延　長

28．00メートル

４．00メートル ９．87メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第603号 廃止年月日 令和４年７月６日

　　　───────────────────

川崎市公告第844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７月６日

 川崎市長　塩　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市麻生区五力田三丁目57番１

 の一部ほか４筆の一部　　

 961平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市麻生区古沢387番地 

　　鈴木　アイ子

３ 　予定建築物の用途

　　長屋

 計画戸数:10戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年２月28日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第104号

　　　───────────────────

川崎市公告第845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７月８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

　　ア 　殿町小学校他５校の大型提示装置111台【川崎

区】　

　　イ 　さくら小学校他４校の大型提示装置98台【川崎

区】　

　　ウ　幸町小学校他４校の大型提示装置85台【幸区】

　　エ 　下河原小学校他４校の大型提示装置99台【中原

区】　

　　オ 　木月小学校他４校の大型提示装置94台【中原

区】　

　　カ 　上丸子小学校他３校の大型提示装置87台【中原

区】　

　　キ 　大戸小学校他３校の大型提示装置92台【中原

区】　

　　ク 　子母口小学校他３校の大型提示装置92台【高津

区】　

　　ケ 　東高津小学校他３校の大型提示装置90台【高津

区】　

　　コ 　高津小学校他３校の大型提示装置91台【高津

区】　

　　サ 　野川小学校他４校の大型提示装置109台【宮前

区】

　　シ 　有馬小学校他４校の大型提示装置110台【宮前

区】　

　　ス 　稲田小学校他４校の大型提示装置102台【多摩

区】　

　　セ 　下布田小学校他５校の大型提示装置102台【多

摩区】　

　　ソ 　長沢小学校他５校の大型提示装置110台【麻生

区】

　　タ 　柿生小学校他４校の大型提示装置108台【麻生

区】

　　チ　大師中学校他７校の大型提示装置94台【川崎区】

　　ツ 　富士見中学校他６校の大型提示装置98台【川崎

区・幸区】

　　テ 　南加瀬中学校他６校の大型提示装置104台【幸

区・中原区】

　　ト 　宮内中学校他６校の大型提示装置108台【中原

区・高津区】

　　ナ　枡形中学校他５校の大型提示装置89台【多摩区】

　　ニ 　西生田中学校他７校の大型提示装置106台【麻

生区】

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和４年12月26日

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「家電・通信機器」種目「家

電製品」に登載されており、Ａ又はＢの等級に格付

けされていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい
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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24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（１契約につき、

1,000,000円以上）があること又はこの購入物品に

係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けてい

ること。なお、契約実績については、川崎市以外の

他官公庁、民間企業とのものでもかまいません。

　⑺ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し、確実に納入できること。

３ 　契約条項を示す場所等

　⑴ 　契約担当部署

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　⑵ 　住所

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治

安田生命川崎ビル13階

　⑶ 　電話番号

　　　044－200－2091

４　入札日時等

　⑴ 　入札日時

　　　令和４年９月８日　午前11時00分

　⑵ 　入札場所

　　 　砂子平沼ビル７階入札室（川崎区砂子１－７－４）

５ 　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

った者又は本市と契約を締結したにもかかわらず契約

を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９条第２号

の「その者が契約を締結しないこととなるおそれがな

い」と認められません。

　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の２

パーセントを入札書提出前に納付しなければなりませ

ん。

６　契約書作成の要否

　　必要とします。

７　入札の無効

　 　川崎市競争入札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 　その他

　 　詳細については、契約課ホームページ「入札情報か

わさき」と御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第846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７月８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

　　ア 　浅田小学校他４校の大型提示装置78台【川崎

区】　

　　イ 　旭町小学校他３校の大型提示装置76台【川崎

区】　

　　ウ　古川小学校他３校の大型提示装置81台【幸区】

　　エ 　日吉小学校他３校の大型提示装置80台【幸区】

　　オ 　上作延小学校他２校の大型提示装置63台【高津

区】　

　　カ 　向丘小学校他３校の大型提示装置60台【宮前区】

　　キ 　稗原小学校他２校の大型提示装置59台【宮前区】

　　ク 　三田小学校他２校の大型提示装置59台【多摩区】

　　ケ 　麻生小学校他４校の大型提示装置78台【麻生区】

　　コ 　宮崎中学校他３校の大型提示装置75台【宮前区】

　　サ 　向丘中学校他４校の大型提示装置75台【宮前

区・多摩区】

　　シ 　川崎高等学校他１校の大型提示装置57台【川崎

区・幸区】

　　ス 　幸高等学校他２校の大型提示装置70台【幸区・

中原区・高津区】

　　セ 　中央支援学校他３校の大型提示装置83台【川崎

区・中原区・高津区】

　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　仕様書により指定する場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和４年12月26日

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「家電・通信機器」種目「家

電製品」に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市製造の請負・物件の供給等

有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

る者

　⑸ 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関

する法律」第２条第１項第１号による中小企業者で

あること。

　⑹ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物
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品についての類似の契約実績（１契約につき、

1,000,000円以上）があること又はこの購入物品に

係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けてい

ること。なお、契約実績については、川崎市以外の

他官公庁、民間企業とのものでもかまいません。

　⑺ 　この購入物品及び数量について、仕様書の内容を

遵守し、確実に納入できること。

３ 　契約条項を示す場所等

　⑴ 　契約担当部署

　　　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　⑵ 　住所

　　 　〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治

安田生命川崎ビル13階

　⑶ 　電話番号

　　　044－200－2091

４　入札日時等

　⑴ 　入札日時

　　　令和４年９月８日　午前11時00分

　⑵ 　入札場所

　　　砂子平沼ビル７階入札室（川崎区砂子１－７－４）

５ 　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

った者又は本市と契約を締結したにもかかわらず契約

を履行しなかった者は、川崎市契約規則第９条第２号

の「その者が契約を締結しないこととなるおそれがな

い」と認められません。

　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の２

パーセントを入札書提出前に納付しなければなりませ

ん。

６　契約書作成の要否

　　必要とします。

７　入札の無効

　 　川崎市競争入札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 　その他

　 　詳細については、契約課ホームページ「入札情報か

わさき」と御覧ください。

　　　───────────────────

川崎市公告第847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７月８日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市高津区千年字蟻山574番１

 の一部ほか１筆の一部　　　　

 865平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市高津区千年574番地

　　成田　茂

３ 　予定建築物の用途

　　共同住宅

 計画戸数:12戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年２月24日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第103号

　　令和４年５月20日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第17号(変更)

　　　───────────────────

川崎市公告第848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７月８日

(案件１)

競争入札に

付する事項

件　　 名 公共基準点補正測量委託

履行場所 川崎市幸区・中原区・高津区管内

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

業者であること。

⑸ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「測量」種目「測量一般」で登録さ

れている者。

⑹ 　次の各要件を満たす者を配置すること。

　(ア) 　主任技術者及び委託業務代理人として、測量士の資格取得後、基準点測量に関し１年以上

の実務経験を有する者１名、もしくは地理空間情報専門技術（測量専門技術）基準点測量（２
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参 加 資 格

級以上）の認定を有する者１名を配置すること。

　　　　なお、主任技術者と委託業務代理人の兼務は可能とする。

　(イ) 　その他の技術者として、測量士又は測量士補の資格取得後、基準点測量に関し１年以上の

実務経験を有する者を３名以上配置すること。

　　　 　ただし、「基準点測量」とは基本測量（高度地域基準点測量、国土調査に伴う基準点（四等

三角点設置）測量、基準点改測、三角点改測、高度基準点測量、地域基準点測量）及び公共

測量（１級基準点測量、街区基準点（街区三角点）測量、２級基準点測量）を対象とします。

（用地測量、路線測量、現地測量、街区点測量等に含まれる基準点測量は対象外です。）

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月９日14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

(案件２)

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度登戸区画整理事業道路築造等設計業務委託

履行場所 川崎市多摩区登戸地内

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

で登録されている者。

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

かの資格を有する者。なお、管理技術者及び照査技術者は兼務できない。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月９日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

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

(案件３)）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新百合ヶ丘駅道路維持（駅広清掃）委託

履行場所 川崎市麻生区上麻生１丁目21番地先他１箇所

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

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

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

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

者であること。
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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「屋外清掃」種目「道路清掃」で登録さ

れている者。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2097

入札日時等 令和４年８月９日　14時30分（財政局資産管理部契約課委託契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他

・詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

契約（公契約）に該当します。

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

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

札・契約関連情報」内の「特定契約（公契約）に関する情報」を御確認ください。

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

川崎市公告第849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７月８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年度保育所等入所案内コールセンター運営

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

　⑶ 　履行期間

　　① 契約締結日から令和４年11月18日まで（運営開始

は令和４年10月３日とする）

　　 　なお、契約締結日から令和４年10月２日までは準

備期間とする。

　　② コールセンターの稼働については、令和４年10月

３日から令和４年11月18日まで。

　⑷ 　委託内容

　　 　保育所等入所の相談・問合せに関する電話・ＦＡ

Ｘによる対応及びその運営業務

２　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市｢業務

委託有資格業者名簿｣の業種「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年以内に、官公庁等における同等以上の規

模のコールセンター運営業務について、契約実績が

あること。

　⑸ 　この業務委託の契約締結後、確実かつ速やかに人

材を確保し、研修等を実施することが可能であるこ

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　

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 　閲覧期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月19日

（火）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
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　　 　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　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７月11日（月）から令和４年７月19日

（火）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

　 　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

格確認通知書を送付します。

　⑴ 　場所

　　　４⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　　令和４年７月25日（月）

　　 　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７月25日（月）から令和４年７月27日

（水）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４

⑴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７

月29日（金）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の100分の10に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の

100に相当する金額を入札書に記載してください。

　　ウ 　入札書には、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８月４日（木）午前10時

　　　 　なお、郵送による入札書の提出については要相

談とします。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
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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

関係規定において閲覧することができます。

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日

本語及び日本国通貨に限ります。

　⑶ 　入札説明書は、この入札以外の目的に使用しては

なりません。

　⑷ 　その他問い合わせ窓口は上記４⑴に同じです。

　　　───────────────────

川崎市公告第850号

　　　入　札　公　告

　　令和４年７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公告します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　入札件名

　　　川崎市内公立保育園等樹木剪定等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内公立保育園　18カ園

　　　地域子育て支援センター　３カ所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月31日まで

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次の条件

をすべて満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　入札期日において、川崎市「令和３・４年度 川

崎市業務委託有資格業者名簿」の業種名「樹木管

理」・種目名「除草、せんてい等樹木管理」に登載

されていること。

　⑶ 　入札期日において、川崎市「令和３・４年度　川

崎市業務委託有資格業者名簿」に、地域区分「市内」

で登録されていること。

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑸ 　平成27年４月１日以降に、本市又は他官公庁にお

いて類似業務の実績があり、かつ誠実に履行した実

績を有すること。

３ 　一般競争入札参加申込み及び仕様書について

　 　この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとお

り一般競争入札参加申込書及び契約実績を証する契約

書の写しを提出してください。

　⑴ 　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

14階　

　　　こども未来局保育事業部運営管理課

　　　電　話　044-200-2660

　　　ＦＡＸ　044-200-3933

　　　E-mail　45uneika@city.kawasaki.jp

　⑵ 　提出期間

　　 　令和４年７月11日から令和４年７月14日までの午

前８時30分から午後５時までとします。ただし、正

午から午後１時までを除きます。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　契約実績を確認できる書類（契約書の写し）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

　⑸ 　一般競争入札参加申込書及び仕様書等の入手方法

　　 　一般競争入札参加申込書及び入札説明書並びに

仕様書等は、川崎市のホームページからダウンロ

ードすることができます（「入札情報かわさき」

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

html）の「入札情報」の委託の欄の「入札公表」の

中にあります。）。ダウンロードができない場合に

は、「３⑵提出期間」の期間に、「３⑴提出場所」で

配布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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。

　⑴ 　交付日時
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　　　令和４年７月19日　午後５時

　　 　ただし、川崎市「令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿」へ登録した際にメールアドレスを登録し

ている場合は、令和４年７月20日までに電子メール

で配信されます。

　⑵ 　交付場所

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

５ 　仕様に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年７月20日から令和４年７月21日午後５時

までとします。ただし、持参の場合は、正午から午

後１時までを除く、午前８時30分から午後５時まで

とします。

　⑶ 　質問書の様式

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項

を記入し、「５⑷質問受付方法」のいずれかの方法

により提出してください。

　⑷ 　質問受付方法

　　 　持参、電子メール又はＦＡＸにより、以下の提出

先に提出してください。（電子メール又はＦＡＸで

送付した場合は、送付した旨を「３⑴提出場所」に

電話にてご連絡ください。）

　　ア 　持参

　　　　「３⑴提出場所」に同じ。

　　イ 　電子メール

　　　　45uneika@city.kawasaki.jp

　　ウ　ＦＡＸ

　　　　044-200-3933

　⑸ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和４年７月25日に競争入札

参加資格を有するとした競争入札参加資格確認通知

書の交付を受けた者全員へ電子メール又はＦＡＸに

よって回答書を送付します。

６　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に「２　一般競争入札参加資格に関する事

項」の各号のいずれかの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、提出書類等について虚

偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

を入札件名が記載された封筒に封印して下記の入

札日時に持参してください。

　　イ 　入札は税抜きの総額で行います。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札・開札日時

　　　　令和４年７月29日　午前10時00分

　　イ 　入札・開札場所

　　　 　川崎市川崎区東田町５番地４川崎市役所第３庁

舎13階こども未来局会議室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金は、免除とします。

　⑵ 　前払金の要否

　　　前払金はありません。

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、「３⑴提出場所」及び川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」(https://www.

city.kawasaki.jp/233300/index.html)で閲覧する

ことができます。

９　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は入札説明書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための窓口は、「３⑴提出場

所」に同じです。

　⑸ 　業務の詳細、競争入札参加申込書、質問書、入札

説明書等は、川崎市のホームページ「入札情報か

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

index.html)において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────
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川崎市公告第851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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　いきいきセンター等利用者向けスマートフォン講

座等実施委託

　⑵ 　履行場所

　　　かわさきいきいきセンター他17か所

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年３月31日（金）限り

　⑷ 　業務概要

　　　詳細は「業務仕様書」によります。

２ 　競争参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度業務委託有資格

業者名簿の業種「その他業務」種目「催物会場設営

及びイベント，運営・企画」に登載されていること。

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

　　 　川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス

課　進藤

　　　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７月11日（月）から令和４年７月19日

（火）までの午前９時00分から正午及び午後１時か

ら午後５時00分までとします。※閉庁日を除きます

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説

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、令和４年７月21日（木）までに一般

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 　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、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

認通知書と一括して電子メールで配信します。

　⑵ 　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７月21日（木）午前９時00分から令和４

年７月26日（火）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

　　　電子メールによります。

　　 　E-mail　40zaitak@city.kawasaki.jp宛てに提出

してください。また、確認のため質問書提出後に必

ず担当課まで電話連絡をしてください（電話044-

200-2680）。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年７月28日（木）までに全者に文書（電子

メール）にて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた

とき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札は、いきいきセンター等利用者向けスマー

トフォン講座等実施委託に係る費用の合計金額で

行います。

　　イ 　入札は所定の入札書をもって行います。入札書

は入札件名が記載された封筒に封印して提出して



（第1,847号）令和4年(2022年)7月25日 川 崎 市 公 報

－3132－

ください。

　　ウ 　落札決定にあたっては、入札書に記載された金

額にこの金額の10％（消費税及び地方消費税）に

相当する額を加算した金額をもって落札価格とす

るので、入札者は見積もった契約金額の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 　入札書の提出方法、期間及び場所

　　ア 　入札日時　　 令和４年８月２日（火）　午前10

時00分

　　イ 　入札書場所　　 〒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 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価

格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び

「川崎市競争入札参加者心得」第７条に該当する入

札は無効とします。

８ 　契約の手続き等

　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　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 」(http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧

することができます。

９　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は､入札説明書によります。

　⑶ 　関連情報を入手するための窓口３⑴に同じ

　⑷ 　３の一般競争入札参加資格確認申請書及び５⑶の

質問書の様式は、川崎市の公式ウェブサイトの「入

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

index.html)において、本件の公表情報詳細のペー

ジからダウンロードできます。

　　　───────────────────

川崎市公告第852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　７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 浮島処理センター高圧電気設備保守

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　　 契約日から令和４年11月30日（水）

まで

　⑷ 　業務概要　　 本業務は、浮島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。

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、

同種の高圧電気設備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 　高圧電気設備保守点検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、主に必要な有資格者及び技術者は次のとお

りとする。

　　ア 　第１種電気工事士

　⑹ 　仕様書に記載した点検日（令和４年10月９日（日）

予定）に必ず技術者（作業者）を配置すること。

　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、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。
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　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区浮島町509番地１　川崎市浮島処理

センター４階事務室

　　　技術係　田仲、伊藤、渋谷

　　　電話　044－287－9600　ＦＡＸ　044－287－9602

　　　※ 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７月11日（月）から令和４年７月19日

（火）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アの資格証の写し

　　ウ 　上記２⑺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７月27日（水）に配信します。電子メ

ールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受

け取りに来てください。

　⑴ 　交付場所　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　交付日時　　 令和４年７月27日（水）９時から17

時まで（12時から13時の間は除く）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年７月28日（木）から令和４年８月２日

（火）まで

　　 　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　30ukisi@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－287－9602

　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ

　⑷ 　回答方法　　　 

　　 　令和４年８月８日（月）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７月28日（木）から令和４年８月１日

（月）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８月22日（月）10

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区浮島町509番

地１

　　　　　　　　　　　　　 川崎市浮島処理センター４

階　第１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
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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.city.kawasaki.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。

　　　───────────────────

川崎市公告第853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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 浮島処理センター消防用設備保守点

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　　 契約日から令和５年３月17日（金）

まで

　⑷ 　業務概要　　 消防法第17条の３の３及び同法施行

規則第31条の６に基づく、浮島処理

センターに設置されている消防用設

備の保守点検業務及び消防法第36条

第１項において準用する同法第８条

の２の２第１項及び同法施行規則第

51条の12の規定に基づく防災管理点

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「消火設備保守点検」に

登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿に地

域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で登録さ

れている者。

　⑸ 　過去２年間に本市、他官公庁又は民間において、

同等の消防用設備保守点検業務の契約実績を有する

こと。

　⑹ 　施設に設置されている消防用設備の種別に対応し

た消防設備士免状を保有するもの及び防災管理点検

資格者を業務にあたらせること。また、当該消防設

備点検資格者及び防災管理点検資格者との雇用関係

を証明できる書類を提出すること。

　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２の⑸、⑹の書類を提出してくだ

さい。

　⑴ 　配布・提出・仕様書閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　村瀬

　　　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」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月15日

（金）９時から17時まで

　　　（12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　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７月21日（木）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
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　⑵ 　交付日時　　 令和４年７月21日（木）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年７月21日（木）９時から令和４年７月25

日（月）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

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ

　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び12時から13

時の間は除く。）

　⑷ 　回答方法

　　　令和４年７月28日（木）

　　 　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８月５日（金）10

時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎16階　

環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の範囲内で、最低の価

格をもって有効な入札を行

った者を落札者とします。

　⑺ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　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。　

　　　───────────────────

川崎市公告第854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　７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 浮島処理センター構内樹木剪定業務

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　　 契約日から令和５年２月28日（火）

まで

　⑷ 　業務概要　　 本業務は、浮島処理センター構内の

環境を良好に保つために必要な樹木

の剪定作業を実施するものである。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「樹木管理」種目「除草，せんてい等樹木管理」

に登載されていること。

　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

地域区分「市内」及び企業規模「中小企業」で登録

されている者。

　⑸ 　過去２年間で、樹木剪定業務の契約実績があるこ

と。

　⑹ 　樹木の剪定作業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
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する。

　　 　造園施工管理技士または、１級もしくは２級造園

技能士。

　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２の⑸、⑹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

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部処理計画課　村瀬

　　　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」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月15日

（金）９時から17時まで

　　　（12時から13時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします。）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑸の実績を確認できる書類等の写し（契

約書等の写し等）

　　ウ　上記２⑹の資格証の写し

　　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７月21日（木）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７月21日（木）９時から17

時まで

　　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年７月21日（木）９時から令和４年７月25

日（月）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

　　ア 　電子メール　30syori@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ　持参　　　　上記３⑴に同じ

　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び12時から13

時の間は除く。）

　⑷ 　回答方法　　　 

　　　令和４年７月28日（木）

　　 　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８月５日（金）11

時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎16階　

環境局会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　 持参（持参以外は無効とし

ます。）

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

　⑹ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて作成した予定

価格の制限の範囲内で、最

低制限価格以上の価格をも

って有効な入札を行った者

のうち、最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者

とします。

　⑺ 　入札の無効　　　　　 川崎市競争入札参加者心得

で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　契約書の作成　　　　要
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　⑶ 　契約規則等の閲覧　　 川崎市契約規則及び川崎市

競争入札参加者心得等は、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

　　　　　　　　　　　　　 （http://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

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。

　　　───────────────────

川崎市公告第855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７月11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年度ばい煙等測定業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市内のばい煙発生施設等計15施設 

　⑶ 　履行期間　契約日から令和５年３月10日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　大気汚染防止法第26条第１項及び川崎市公害防止

等生活環境の保全に関する条例第129条第１項に基

づき、ばい煙発生施設等（揮発性有機化合物(VOC)

排出施設を含む）を設置する工場・事業場に立ち入

りし、当該施設から排出されるばい煙等の排出基

準、規制基準の遵守状況の監視を行うことを目的と

する。

２ 　競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「調査・測定」種目「計量証明」で登録されて

いる者。

　⑷ 　過去５年以内に湿り排出ガス流量４万m ３N/時以

上のばい煙発生施設の測定調査業務の契約実績があ

ること。

　⑸ 　業務の全部を一括又は主要な部分を第三者に委託

しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部

再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出する

こと。

３ 　競争入札参加申込書、再委託確認書及び仕様書等の

配布・提出・閲覧

　 　この入札に参加を希望する場合は、次により競争入

札参加申込書及びばい煙等測定業務の契約実績を証す

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・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先

　　 　〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市

役所第３庁舎17階

　　　環境局環境対策部環境対策推進課　筑紫

　　 　 電 話　044-200-2517（ 直 通 ）、 電 子 メ ー ル 

30suisin@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年７月11日（月）～令和４年７月15日（金）

　９時～ 17時

　　 　（土曜日、日曜日、祝祭日及び平日の12時～ 13

時の間は除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　提出期日

　　　令和４年７月15日（金）17時

　　　※ 提出期日を過ぎて提出されたものについては受

け付けませんので、御注意ください。

　⑸ 　その他

　　 　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」よりダウンロード可能で

す。なお、ばい煙等測定業務の契約実績を証する書

類については、様式の定めはありません。

４　競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付

　 　３により、競争入札参加申込書を提出し、競争入札

参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確

認通知書及び仕様書を令和４年７月22日（金）までに

競争入札参加申込書に記載の電子メールアドレスに送

付します。

　 　なお、電子メールでの送付を希望しない場合は、次

のとおり直接受取りに来るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　　令和４年７月22日（金）９時～ 17時

　　　（12時～ 13時の間は除く。）

　⑵ 　交付場所

　　　３⑴に同じ

５ 　質問書の受付

　　委託内容等に関する質問を次により受け付けます。

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年７月22日（金）～令和４年７月27日（水）
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正午

　　　※ 受付期間を過ぎた質問については回答しません

ので、御注意ください。

　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

　　 　電子メールまたは持参により提出してください。

電子メールアドレスや提出先は、上記３⑴に記載の

とおりです。

　　　※電話による質問は受け付けません。

　⑸ 　回答方法

　　 　令和４年７月29日（金）17時15分までに、全社に

電子メールにて回答を送付します。

６　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入

札参加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書、再委託確認書及び提出書類

等に虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札は｢川崎市競争入札参加者心得｣に基づいて行

うものとします。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　入札日時　令和４年８月３日（水）　11時00分

　　イ 　入札場所　 川崎市役所第３庁舎15階　第１会議

室

　⑶ 　入札書の提出方法

　　　持参とします。（持参以外は無効となります。）

　⑷ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で、最低制限価格以上の価格をも

って有効な入札を行った者のうち、最低の価格をも

って入札を行った者を落札者とします。

　⑹ 　再入札の実施

　　 　落札者がいない場合は、直ちに再入札を行いま

す。（開札に立ち会わない者は、再入札に参加の意

思がないものとみなします。）

　⑺ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び｢

川崎市競争入札参加者心得｣第７条に該当する入札

は無効とします。

８ 　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則は契約課ホームページ（http://

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

覧できます。

９　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口３⑴に同じ。

　⑶ 　 本入札に関しては、事情により入札を取りやめ

る場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　　───────────────────

川崎市公告第856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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　 　カワサキノコト 川崎市市勢要覧2023　制作業務委

託

２ 　委託内容

　 　カワサキノコト 川崎市市勢要覧2023の制作におけ

る、企画、取材、写真撮影、文章作成、レイアウト・

デザイン、編集、広告掲載等

３ 　履行期限

　　契約締結日～令和５年３月23日（木）

４　提案書の提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　川崎市業務委託有資格業者名簿の業種・種目「99

その他業務09印刷物のデザイン又は99その他」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。

　⑷ 　制作実績について、次のいずれかの要件を満たす

こと。

　　ア 　川崎市又は他自治体の広報誌（紙）の制作実績

を過去３年間に１件以上有すること。

　　イ 　書店等で有償販売される地域情報誌（紙）の制

作実績を過去３年間に１件以上有すること。

　　ウ 　川崎市又は他自治体で無償配布される地域情報

誌（紙）の制作実績を過去３年間に１件以上有す

ること。

５ 　担当部署

　　総務企画局シティプロモーション推進室

６　参加意向申出書、仕様書等の配布及び参加申込
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　⑴ 　配布期間

　　　令和４年７月11日（月）～令和４年７月19日（火）

　⑵ 　配布場所

　　　川崎市川崎区東田町５番地４

　　　川崎市役所第３庁舎11階

　　　総務企画局シティプロモーション推進室

　　　※ 参加意向申出書等については、川崎市ホームペ

ージ「入札情報かわさき」からダウンロード可

能です。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　参加意向申出書（様式１）

　　イ 　過去３年以内に制作した川崎市又は他自治体の

広報誌（紙）、有償販売又は無償配布される地域

情報誌（紙）等の制作実績が分かるもの

　⑷ 　提出期限

　　　令和４年７月19日（火）午後５時までに持参

　⑸ 　受付時間

　　　平日の午前９時から正午、午後１時から５時

　⑹ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

７　企画提案書

　⑴ 　提出期限

　　　令和４年８月17日（水）午後５時までに持参

　⑵ 　受付時間

　　　平日の午前９時から正午、午後１時から５時

　⑶ 　提出場所

　　　６⑵と同じ

　⑷ 　提出書類

　　ア 　企画提案書　10部（Ａ４判縦横どちらでも可。

表紙を除き20ページ以内）

　　イ 　デザインラフイメージ　10部（仕上がりイメー

ジが分かるもの。ページ抜粋で可。ただし、「表

紙」、「特集」、「市の魅力紹介」、「市勢要覧」の内

容を含むこと。）

　　ウ　見積書　１部（総額、内訳記載のこと。）

８ 　企画提案会

　⑴ 　日時

　　 　令和４年８月29日（月）午前（時間は、後日、参

加資格のある者に連絡する。）

　⑵ 　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　会議室

　⑶ 　時間

　　　各者30分（うち約10分は、質疑応答時間とする。）

　⑷ 　評価項目

　　ア 　全体コンセプト

　　イ 　企画・構成案

　　ウ　デザイン案

　　エ 　提案・助言・支援

　　オ 　作業スケジュール及び作業分担

　　カ 　実施体制

　　キ 　業務実績

９　関連情報を入手するための照会窓口

　 　総務企画局シティプロモーション推進室（住所は６

⑵と同じ）

　　電話番号　　　　044-200-2288

　　メールアドレス　17koho@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額

　　 　3,779,000円（消費税及び地方消費税を含む。）以

下

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　作成された冊子等の著作権は、川崎市に帰属する。

　⑺ 　企画提案書の提出者が多数あり、受託者の特定に

著しい支障が生じると認められる場合は、プロポー

ザル評価委員会において、あらかじめ８⑷の評価項

目について事前評価を行い、上位５者がプロポーザ

ルによる審査・評価を受けることができるものとす

る。

　　　───────────────────

川崎市公告第857号

　　　入　札　公　告

　　令和４年７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　 　川崎国際エコビジネスフォーラム開催等支援業務

委託

　⑵ 　履行場所　

　　 　カルッツかわさき（川崎市川崎区富士見１－１－

４）ほか川崎市内

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和５年３月24日（金）まで

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の
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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」及び「翻訳、速記」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 　本市、他官公庁又は民間において、同種の業務で

ある次の全ての業務の契約実績を有すること。

　　ア 　過去５年間に、環境分野での会議、シンポジウ

ムの開催等支援業務実績

　　イ 　過去５年間に、国際会議、国際シンポジウムの

開催等支援業務実績

　　ウ 　過去２年間に、オンラインセミナーの生配信業

務及び同時通訳業務実績

３ 　競争入札参加申込書の配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出及び問合せ先

　　 　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター３階

　　 　川崎市環境局環境総合研究所事業推進担当　松

浦、安斎

　　　電　話　044-276-9118

　　　ＦＡＸ　044-288-3156

　　　E-mail　30kokuse@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月15日

（金）の９時から16時まで

　　　（12時から13時までの間は除く。）

　⑶ 　提出書類

　　　次の書類を全て提出してください。

　　ア 　競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷の契約実績を確認できる契約書等の写

し

　　　　※ 提出書類（競争入札参加申込書）及び仕様書

は、インターネットからダウンロードするこ

とができます。（「入札情報かわさき」の「入

札情報」の委託の欄の「入札公表」の中にあ

ります。）ダウンロードができない場合には、

上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布しま

す。（事前に電話にてご連絡ください。）

　　　　　 （「入札情報かわさき」https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html）

　⑷ 　提出方法

　　　持参に限ります。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和４年７月25日（月）までに送付します。委任先メー

ルアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来

るようお願いします。

　⑴ 　交付日

　　 　令和４年７月25日（月）の９時から16時まで（12

時から13時までの間は除く。）

　⑵ 　受取り先

　　　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７月25日（月）から令和４年７月29日

（金）まで

　⑶ 　問合せ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付し、電話にて送付した旨

お伝えください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和４年８月３日

（水）までに、全参加者あてに電子メール又はＦＡ

Ｘにて送付します。

６　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、次のい

ずれかに該当するときは、この入札に参加することが

できません。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。

　⑵ 　競争入札参加申込書及び提出書類について虚偽の

記載をしたとき。

７　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　税抜きの総額で行います。

　　ア 　入札・開札の日時

　　　　令和４年８月10日（水）10時00分

　　イ 　入札・開札の場所

　　　 　川崎市川崎区殿町３丁目25番13号　川崎生命科

学・環境研究センター３階

　　　　川崎市環境局環境総合研究所研修室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　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、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。
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　⑷ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。ただし、川崎市契約規

則第33条各号に該当する場合は免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得

等は、上記３⑴の場所及び川崎市のホームペー

ジの「入札情報かわさき」(https://www.city.

kawasaki.jp/233300/)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３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第858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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　　　 パーソナルコンピュータ及びス

キャナー等の賃貸借及び保守契

約

　⑵ 　履行場所　　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　川

崎市役所第３庁舎13階　他

　⑶ 　履行期間　　　　 令和４年12月１日から令和９年

11月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要　仕様書によります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則28号)第２条

の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市「令和３・４年度製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」、種目「事務

用機器」に登載されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去３年間に本市又はその他の官公庁において機

器の賃貸借及び保守の契約の実績があること。

３ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布、提出及び問合せ先

　 　一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書、質問書

等が添付された入札説明書については、川崎市のホー

ムページ「入札情報かわさき」にて掲載するとともに、

次の配布・提出場所においても配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により一

般競争入札参加資格確認申請書及び上記「２⑷」を証

する書類（写し可）を提出しなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210-8577 

　　 　川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所第３庁舎

13階

　　 　総務企画局総務事務センター　ワークステーショ

ン設置準備担当　担当　齊藤・三枝

　　　電話番号　044-200-1192　　FAX　044-200-1429

　　　e-mail　17soumuji@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月19日

（火）までとします。

　　 　（土日祝日を除き、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時まで）

　⑶ 　提出方法　 郵送又は持参（いずれの場合も、令和

４年７月19日（火）午後５時までに川

崎市総務企画局総務事務センター　ワ

ークステーション設置準備担当に到着

する必要があります。なお、郵送の場

合は郵送した日に⑴の場所に必ず電話

をしてください。）

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和４年７月22日（金）　午後１時から午後５時

まで

　　 　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま

す。

５ 　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先　

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年７月22日（金）から令和４年７月27日

（水）まで（土日を除き、午前８時30分から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで）
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　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

⑴の問い合わせ先まで電子メール又は持参にて提出

してください。また、質問書を電子メールで提出し

た場合は、質問書を送信した旨を３⑴の担当まで御

連絡ください。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和４年７月29日(金)までに、入札参加資格があ

ると認められる者に対し、電子メールにて回答書を

送付します。なお、入札参加資格があると認められ

ない者からの質問には回答しません。

６　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　５年のリース総額で行います。ただし、消費税等

を含まない金額により入札することとし、リース総

額は１円未満の端数を切り捨てたリース月額に60を

乗じた額とします。なお、入札は所定の入札書をも

って行い、入札書を入札件名が記載された封筒に封

印して持参してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年８月９日(火)　午前10時30分

　　イ 　場所　 川崎市川崎区宮本町１番地　川崎市役所

第３庁舎13階総務企画局会議室

　⑶ 　入札保証金　免除

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格のない者が行った入札及び川

崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ

れを無効とします。

８ 　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立会いに関する委任をした書類を事前

に提出しなければなりません。また、開札には一般競

争入札参加資格確認通知書を必ず持参してください。

９　再度入札の実施

　 　落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行いま

す。ただし、その前回の入札が「川崎市競争入札参加

者心得」第７条の規定により無効とされた者及び開札

に立ち会わない者を除きます。

10　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア 　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「ダウンロードコーナー」の「契約関係規定」で

閲覧できます。

11　その他 

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じです。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとしま

す。 

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　　　───────────────────

川崎市公告第859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７月11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年度町内会・自治会等への広報物（回覧・

掲示物）仕分け、梱包業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　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

　　 　令和４年度町内会・自治会等への広報物（回覧・

掲示物）仕分け、梱包業務仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

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

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　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。

３ 　入札参加申込書等の配布、提出先及び問合せ先　　

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑵ 　入札参加申込書の配布・提出場所及び問合せ先

　　 　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

　　 　市民文化局コミュニティ推進部　市民活動推進課

（担当　原田)

　　　電 話　044－200－2479

　　　ＦＡＸ　044－200－3800

　　　メール　25simin@city.kawasaki.jp

　　 　なお、仕様書及び入札参加申込書等は、川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」にも掲載します。

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月15日

（金）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時まで

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、入札参加申込締切日後、令和４

年７月19日（火）までに確認通知書を送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は、ＦＡＸ又は書面で送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。また、入札参加者以外の質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　質問受付期間

　　　 　令和４年７月19日（火）から令和４年７月22日

（金）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

　　イ 　質問書の様式

　　　 　質問書は、競争入札参加資格確認通知書と併せ

て配布します。なお様式は、「入札情報かわさき」

からもダウンロードできます。

　　ウ　質問書の提出方法

　　　　メール又はＦＡＸで、３⑵の問合せ先まで

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年７月26日（火）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書を、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」の委託先メール

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書面もしくはＦ

ＡＸで送付します。なお、回答後の再質問は受付

しません。

６　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、改札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参

加資格を喪失します。

７　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　　令和４年７月29日（金）午後１時10分

　　 　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

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　開札の日時及び場所　

　　　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。

　⑹ 　入札の無効　

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴ 　事情により入札を延期又は取りやめる場合があり
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ます。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑵に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第860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７月11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年度町内会・自治会等への広報物（回覧・

掲示物）集荷、配送業務

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　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

　　 　令和４年度町内会・自治会等への広報物（回覧・

掲示物）集荷、配送業務仕様書のとおり

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿

に、業種「倉庫・運送業務」、種目「運送業務」で

登録されていること。

３ 　入札参加申込書等の配布・提出場所及び問合せ先　

　 　この入札に参加を希望する者は、次により入札参加

申込書を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　入札参加申込書

　⑵ 　入札参加申込書の配布・提出場所及び問合せ先

　　 　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

　　　市民文化局コミュニティ推進部　市民活動推進課

　（担当　原田)

　　　電 話　044－200－2479

　　　ＦＡＸ　044－200－3800

　　　メール　25simin@city.kawasaki.jp

　　 　なお、仕様書及び入札参加申込書等は、川崎市の

ホームページ「入札情報かわさき」にも掲載します。

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月15日

（金）までの午前９時から正午まで及び、午後１時

から午後５時まで

　⑷ 　提出方法

　　　持参

　⑸ 　仕様書及び入札参加申込書の配布について

　　 　仕様書及び入札参加申込書等は、川崎市のホーム

ページ「入札情報かわさき」に掲載します。なお、

ダウンロードができない場合等は、３⑵の場所にお

いて、３⑶の期間に配布します。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、令和３・４年度

川崎市競争入札参加資格審査申請書の「委託」の委任

先メールアドレスに、入札参加申込締切日後、令和４

年７月19日（火）までに確認通知書を送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は、ＦＡＸ又は書面で送付します。

５ 　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。なお、仕様書等以外の質問は受け付けま

せん。また、入札参加者以外の質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　質問受付期間

　　　 　令和４年７月19日（火）から令和４年７月22日

（金）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

　　イ 　質問書の様式

　　　 　質問書は、競争入札参加資格確認通知書と併せ

て配布します。なお様式は、「入札情報かわさき」

からもダウンロードできます。

　　ウ　質問書の提出方法

　　　　メール又はＦＡＸで、３⑵の問合せ先まで

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年７月26日（火）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、入札参加者から質問が提出さ

れた場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表に

した質問回答書を、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」の委託先メール

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書面もしくはＦ

ＡＸで送付します。なお、回答後の再質問は受付

しません。

６　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が、改札前に上

記２の各号のいずれかの条件を欠いたときは、入札参
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加資格を喪失します。

７　入札手続等

　⑴ 　入札方法

　　　持参

　⑵ 　入札書の提出日時及び場所

　　　令和４年７月29日（金）午後２時00分

　　 　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

　⑶ 　入札保証金

　　　免除

　⑷ 　開札の日時及び場所　

　　　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。

　⑹ 　入札の無効　

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

８ 　契約手続等

　⑴ 　契約保証金

　　　免除

　⑵ 　前払金

　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」

の「契約関係規定」で閲覧することができます。

９　その他

　⑴ 　事情により入札を延期又は取りやめる場合があり

ます。

　⑵ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑶ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　３⑵に同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第861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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　件名 

　　令和４年度第12回たま音楽祭実施委託

２ 　履行期間 

　　契約締結日から令和５年３月31日まで

３ 　履行場所

　　多摩区総合庁舎、その他多摩区内で必要な場所

４　業務概要 

　 　たま音楽祭は、地域住民で構成される「たま音楽祭

実行委員会」が企画、準備、運営の実施主体となり、

多摩区内等で音楽活動を行っているアマチュア演奏者

に日頃の成果を発表する機会を提供するものです。

　 　区民による手づくりの音楽祭を開催することによ

り、市民の自主的な音楽活動による一層の地域住民交

流と地域活性化を図ることを目指します。

　 　本業務は、たま音楽祭実施に係る一連の業務を行う

ものです。

　　詳細は、委託仕様書によります。

５ 　一般競争入札参加資格 

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格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「99その他業務」の内、種目「01催物会場

設営及びイベント、運営・企画」で登録している者

　⑷ 　事業目的・趣旨等を理解し、確実に事業を履行で

き、過去５箇年の間に、本市又はその他の官公庁に

おいて、類似の配信を伴う音楽事業実施委託契約を

２回以上締結し、これらを全て誠実に履行した実績

を有すること

６ 　入札説明書及び一般競争入札参加資格確認申請書の

配布及び提出

　 　川崎市のホームページ「入札情報かわさき」または、

次の配布・提出場所において一般競争入札参加資格確

認申請書、仕様書及び質問書が添付された入札説明書

を配布します。

　 　また、この入札に参加を希望する者は、次により所

定の一般競争入札参加資格確認申請書を持参または郵

送により提出してください。

　 　入札参加資格を証する書類は、上記５-⑷について、

実績等を記載したものです。（書式自由）

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

jp/233300/index.html

　　　なお、入札説明会は実施しません。

　⑴ 　配布・提出先

　　　〒214－8570 

　　　川崎市多摩区登戸1775－１　多摩区総合庁舎10階

　　　多摩区役所まちづくり推進部地域振興課 

　　　電話　044－935－3239　ＦＡＸ　044－935－3391

　　　電子メール　71tisin@city.kawasaki.jp 
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　⑵ 　配布・提出期間 

　　 　令和４年７月11日（月）午前８時30分から７月19

日（火）午後５時まで(ただし土曜日、日曜日、祝

日を除く。）

　⑶ 　提出方法

　　　持参または郵送

７　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　　⑴に同じ

　⑵ 　日時　　 ７月22日（金）午後１時から午後５時ま

で

　　 　ただし、業務委託有資格者名簿へ登録した際に電

子メールのアドレスを登録した場合は、同日中まで

に電子メールで配信されます。

８ 　問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先 

　　　６⑴に同じ 

　⑵ 　質問受付期間

　　 　７月11日（月）から７月25日（月）までの午前８

時30分から午後５時まで及び７月26日（火）の午前

８時30分から正午までとします。ただし、閉庁日

（土曜日、日曜日及び祝日）並びに平日の正午から

午後１時までを除きます。

　⑶ 　質問書の様式 

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出

してください。

　⑷ 　質問受付方法 

　　　電子メール

　⑸ 　回答方法 

　　 　７月29日（金）午後５時までに一般競争入札参加

資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて

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。

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

の各号のいずれかに該当した場合は、一般競争入札参

加資格を喪失します。 

　⑴ 　開札前に上記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、その他提出書

類について、虚偽の記載をしたとき。 

10　入札手続等 

　⑴ 　入札方法 

　　ア 　入札は総価で行います。入札者は見積もった契

約金額の110分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　　　　　８月４日（木）午前10時 

　　イ 　入札場所　　　　　 〒214－8570　川崎市多摩

区登戸1775番地１

　　　　　　　　　　　　　 多摩区総合庁舎６階601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。

11　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 　契約書作成の要否    必要とします。 

　⑶ 　契約条項等の閲覧 

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入

札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情

報かわさき」（URLは６に記載）及び「６⑴配布・提

出先」で閲覧することができます。 

12　その他 

　 　関連情報を入手するための窓口は、「６⑴配布・提

出先」と同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告第862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７月11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
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　　川崎市麻生区古沢字都古174番７

 ほか21筆の一部　　　　

 3,154平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　大阪市中央区大手前一丁目７番31号

　　京阪電鉄不動産株式会社　　代表取締役　道本能久

３ 　予定建築物の用途　　

　　共同住宅

 計画戸数:68戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和３年１月15日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第10号 

　　令和３年10月15日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第67号(変更) 

　　令和４年５月12日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第12号(変更) 

　　　───────────────────

川崎市公告第863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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　 校舎等改修に伴う建材ほか成分分析

調査業務委託（向小学校ほか８校）

　⑵ 　履行場所　　 川崎市立向小学校（川崎区大島４－

17－１）ほか８校

　⑶ 　履行期間　　令和５年１月31日まで

　⑷ 　業務概要　　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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条の規定によ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 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

業種「調査・測定」、種目「その他の調査・測定」

に登録されていること。

　⑷ 　本市を含む官公庁において、平成29年以降、石綿

を含有する疑いのある建築物仕上げ塗材や成形板の

部位選定業務、又は石綿含有に係る建材成分分析調

査業務の履行実績があること。

　⑸ 　「特定建築物石綿含有建材調査者」または「一般

建築物石綿含有建材調査者」の有資格者が所属して

いること。

　⑹ 　次の資格制度等により登録等をされた技術者が所

属していること。

　　ア 　石綿障害予防規則第３条第６項の規定に基づき

厚生労働大臣が定める者等（令和２年厚生労働省

告示第277号。）の分析調査講習を受講し、修了考

査に合格した者。

　　イ 　公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する

「石綿分析技術評価事業」により認定される認定

分析技術者又は定性分析に係る合格者。

　　ウ 　一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する

「アスベスト偏光顕微鏡実技研修（建材定性分析

エキスパートコース）」の修了者。

　　エ 　一般社団法人日本環境測定分析協会に登録され

ている「建材中のアスベスト定性分析技能試験

（技術者対象）合格者」。

　　オ 　一般社団法人日本環境測定分析協会に登録され

ている「アスベスト分析法委員会認定ＪＥＭＣＡ

インストラクター」。

　　カ 　一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施す

る「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事

業」により認定される「建築物及び工作物等の建

材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技

術」の合格者。

　　　　※ ２⑷、⑸、⑹については10⑵を必ず御確認く

ださい。

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

参加の申し込みをしなければなりません。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。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　　　※ 書類の提出に不備がある場合、必要事項等の確

認ができないため無効となる場合がありますの

でご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出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「入札公表詳細」を御覧く

ださい。一般競争入札参加資格確認申請書は、令和

４年７月11日（月）～令和４年７月15日（金）に下

記⑷の場所で配布しています。また、「入札公表詳

細」からダウンロードすることができます。

　　 　なお､一般競争入札参加資格確認申請書等の郵送

による提出は認めません｡

　⑶ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月15日

（金）　午後５時

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし正午～午後１時

を除く）

　⑷ 　配布・提出場所

　　 　教育委員会事務局教育環境整備推進室　明治安田
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生命ビル５階

　　　電話：044－200－3057（施設整備：永瀬）

４　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書の閲覧ができます。また、５により

取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　３⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　３⑷と同じ

５ 　仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の、財政局の入札公表「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。なお、ダウンロードができない場合、３⑶

の期間に３⑷の場所で配布します。

６　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月21日

（木）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期

間に３⑷の場所で配布します。

　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　88seibi@city.kawasaki.jp

　　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑷の担当あて

電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年７月27日（水）までに回答します。

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を令和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

ルアドレス宛てに送付します。当該委任先メール

アドレスを登録していない者には、ＦＡＸで送付

します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付けしません。

７　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　参加申込書を提出した者には、参加資格業種に登録

されていることを確認し、その結果を確認通知書に

て、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、令和４年７

月19日（火）までに送付します。当該委任先メールア

ドレスを登録していないものにはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知書は、申込時の登録情報により

通知しているもので、最終的な入札参加資格の審査

は、開札後、提出書類等の確認を行い、入札参加資格

の有無を審査します。この結果、入札参加資格が無く

申し込みを行った入札者の入札は無効とします。

８ 　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

いずれかに該当するときは、この入札に参加すること

ができません。

　⑴ 　２に定める資格要件を満たさなくなったとき

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき

９　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。なお、入札金額は税抜の単価で

行います。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年７月29日（金）　

午前11時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　第３庁舎12階会議室

　⑷ 　入札書の提出方法　　持参

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

10　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　落札者の決定

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を総価で定めます。当該予定価格の制限の範囲内で

有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって

入札を行った者を落札候補者とします。当該落札候

補者について上記２に示した資格を満たしているか

どうかの最終的な資格審査をしたうえ、落札者とし

て決定します。資格審査の結果、当該落札候補者に

資格がないと認めたときは、当該入札を無効とし、

順次、価格の低い入札者について同様の審査を実施

し、落札者を決定します。

　⑵ 　入札参加条件確認（申請）書等の提出

　　 　落札者は入札参加条件確認（申請）書の提出が必

要となります。開札後、落札者については「入札参

加条件確認（申請）書」及び２に示した競争入札参

加資格を有することが確認できる書類を入札実施日

の翌日までに３⑷の場所に持参してください。

　　　※ 「入札参加条件確認（申請）書」は「入札情報

かわさき」の「ダウンロードコーナー」にある

「入札参加手続関係」より取得してください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　２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。

11　契約手続等

　　次により、契約を締結します。
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　⑴ 　契約保証金　要（10％）

　　　※ 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、また

は記入期間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を免除します。また、川崎

市契約規則第33条各号に該当する場合は、契約

保証金の納付を免除します。

　⑵ 　前払金　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

12　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　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 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑷の場所、又は川崎市ウェブサイト「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。

　　　───────────────────

川崎市公告第864号

　　　入　札　公　告 

　「第６回川崎市地域福祉実態調査業務委託」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７月11日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　第６回川崎市地域福祉実態調査業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市内

　⑶ 　履行期限

　　　令和５年３月31日限り

　⑷ 　業務概要

　　 　第６回川崎市地域福祉実態調査業務委託仕様書に

よる。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません｡

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと｡

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿の

以下の業種・種目について登録されていること。

　　　業種「調査・測定」・種目「その他の調査・測定」

　⑷ 　地域福祉実態調査を踏まえこの分野に関しての専

門性を有していること。

　⑸ 　過去３年間で地方公共団体において同種・同規模

以上の契約実績があること。

　⑹ 　調査票を回収・整理する体制を整え、分析等にお

ける技術者を２人以上配置するものとし、うち１人

は本業務と同種・同規模以上の実績を有し、かつ、

実務経験が10年以上の者を配置することが可能であ

ること。

３ 　競争参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　〒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

　　　健康福祉局地域包括ケア推進室

　　　電話　044－200－2626（直通）

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月11日（月）から７月15日（金）まで

の開庁日、下記の時間

　　 　午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似契約の契約書の写し

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４　入札説明書及び業務委託仕様書について

　⑴ 　入札説明書の閲覧

　　 　この入札に関する入札説明書（業務委託仕様書を

含む。）は、上記３⑴の場所で閲覧することができ

るほか、川崎市のホームページで閲覧及びダウンロ

ードすることができます。

　⑵ 　入札説明書の配布

　　 　上記３により一般競争入札参加申込書を提出した

者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者

には、上記３⑴の場所において、３⑵の期間中配布

します。

５ 　確認通知書の交付

　 　上記３により、一般競争入札参加申込書を提出し、

かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があ

ると認められた者には、次の日時までに川崎市の令和

３・４年度業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届

出のあった電子メールアドレス宛てに一般競争入札参

加資格の確認通知書を送付します。また、申請者が電

子メールアドレスの登録を行っていない場合、次によ

り確認通知書を交付します。
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　⑴ 　日時

　　 　令和４年７月20日（水）午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで

　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７月26日（火）正午

までに、電子メール又は持参により受け付けます。

　⑵ 　電子メールにて質問等を送る場合は、電話により

併せて御連絡ください。

　⑶ 　回答は令和４年７月28日（木）までに電子メール

にて送信します。ただし、電子メールアドレスの登

録を行っていない場合は、ＦＡＸにて送付します。

　⑷ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けて

いない者からの質問等に関しては回答しません。

７　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません｡

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き｡

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき｡

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　入札書の記載金額

　　　 　契約希望金額の110分の100に相当する金額を入

札書に記載してください。

　　イ 　入札書の提出方法

　　　　持参とします。（持参以外は無効とします。）

　　　(ｱ)　入札日時

　　　　　 令和４年８月３日（水）　午前10時

　　　(ｲ)　入札場所

　　　　　  川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエ

ア東館10階　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

　　　⑴イ(ｱ)と同じ

　⑷ 　開札の場所

　　　⑴イ(ｲ)と同じ

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて定めた予

定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。ただし、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及

び入札に参加する資格のない者が行った入札は、こ

れを無効とします｡

９　契約の手続等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します｡

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

付しなければなりません｡

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑴の場所又は「入札情報かわさき」にお

いて閲覧できます｡

　⑸ 　議決の要否

　　　否

10　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります｡

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定める

ところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口

　　　上記３⑴と同じ

　　　───────────────────

川崎市公告第865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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　　　 富士見中学校トイレ改修工事に伴う人

的警備業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市立富士見中学校（川崎区富士見

２丁目１番２号）

　⑶ 　履行期間　 令和５年３月31日まで

　⑷ 　業務概要　仕様書のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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条の規定によ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 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿の業

種「警備」、種目「人的警備」に登録されていること。
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　⑷ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格者名簿の地

域区分「市内」に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 　本市または他官公庁において、公立学校を対象と

した工事に伴って６か月以上同業務を実施した契約

実績があること。※開札後、落札者については実績

を確認できる書類を提出すること。

３ 　一般競争入札参加資格確認申請書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札

参加の申し込みをしなければなりません。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。

　⑴ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加資格確認申請書

　　　　※ 書類の提出に不備がある場合、必要事項等の

確認ができないため無効となる場合がありま

すのでご注意ください。

　⑵ 　提出方法

　　 　提出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「入札公表詳細」を御覧く

ださい。一般競争入札参加資格確認申請書は、令和

４年７月11日（月）～令和４年７月19日（火）に下

記⑷の場所で配布しています（土曜、日曜及び祝日

を除く。）。また、「入札公表詳細」からダウンロー

ドすることができます。

　　 　なお､一般競争入札参加資格確認申請書等の郵送

による提出は認めません｡

　⑶ 　提出期間

　　　令和４年７月11日（月）～令和４年７月19日（火）

　　 　午前８時30分～午後５時（ただし、土曜、日曜、

祝日及び正午～午後１時を除く）

　⑷ 　提出場所

　　 　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　明治安

田生命ビル５階

　　　電話：044－200－1304（設備整備担当：漆舘）

４　仕様書の閲覧

　 　次により仕様書を閲覧することができます。また、

５により取得して閲覧することもできます。

　⑴ 　閲覧期間　３⑶と同じ

　⑵ 　閲覧場所　３⑷と同じ

５ 仕様書の取得

　 　本件の仕様書は電子ファイルのダウンロードによる

取得となります。川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の財政局の入札公表の「入札公表詳細」からＰ

ＤＦファイル「見積用仕様書類」をダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期間

に３⑷の場所で配布します。

６　質問書の受付・回答

　⑴ 　問合せ先

　　　３⑷に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　　令和４年７月11日（月）～令和４年７月28日（木）

　⑶ 　質問書の様式

　　 　質問書は「入札公表詳細」からダウンロードして

ください。ダウンロードができない場合、３⑶の期

間に３⑷の場所で配布します。

　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　88seibi@city.kawasaki.jp 

　　イ　ＦＡＸ　　　044－200－3679

　　　 　また、「質問書」送信後は、必ず３⑷の担当あ

て電話連絡をしてください。

　⑸ 　回答

　　ア　回答日

　　　　令和４年７月29日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問が提出された場合にのみ、

全ての質問及び回答を令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の「委託」の委任先メー

ルアドレスに送付します。当該委任先メールアド

レスを登録していない者にはＦＡＸで送付します。

　　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

７　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　参加申込書を提出した者には、参加資格業種に登録

されていることを確認し、その結果を確認通知書に

て、令和３・４年度川崎市競争入札参加資格審査申請

書の「委託」の委任先メールアドレスに、令和４年７

月26日（火）までに送付します。当該委任先メールア

ドレスを登録していないものにはＦＡＸで送付します。

　 　なお、この確認通知書は、申込時の登録情報により

通知しているもので、最終的な入札参加資格の審査

は、開札後、提出書類等の確認を行い、入札参加資格

の有無を審査します。この結果、入札参加資格が無く

申し込みを行った入札者の入札は無効とします。

８　入札参加資格の喪失

　 　入札参加資格があると認められた者が開札前に次の

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 　２に定める資格要件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書

類に虚偽の記載をしたとき。

９　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。なお、入札金額は税抜の単価で
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行います。

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年８月８日（月）　

午前10時00分

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市教育文化会館　第１

会議室

　　　※ 社会情勢により会場を変更する場合は入札参加

者あて別途お知らせします。

　⑷ 　入札書の提出方法　　持参

　　　※ 社会情勢により郵送を認める場合は入札参加者

あて別途お知らせします。

　⑸ 　入札保証金　　　　　免除

10　落札者の決定及び参加資格の審査等

　⑴ 　落札者の決定

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づき、予定価格

を単価で定めます。当該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。

　⑵ 　入札参加条件確認（申請）書等の提出

　　 　落札者は入札参加条件確認（申請）書の提出が必

要となります。開札後、落札候補者については「入

札参加条件確認（申請）書」及び２に示した競争入

札参加資格を有することが確認できる書類を入札実

施日の翌日までに３⑷の場所に持参してください。 

※ 「入札参加条件確認（申請）書」は「入札情報か

わさき」の「ダウンロードコーナー」にある「入

札参加手続関係」より取得してください。

　⑶ 　入札の無効

　　 　２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。

11　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　要

12　その他

　⑴ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑵ 　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑷ 　川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等

は、上記３⑷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）の「契

約関係規定」で閲覧することができます。

　⑸ 　関連する「富士見中学校トイレ改修工事に伴う人

的警備業務委託」に係る令和４年７月29日実施予定

の入札が不調となった場合は、本委託の入札を中止

します。

　　　───────────────────

川崎市公告第866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　７月11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４生活環境事業所消防用設

備保守点検業務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市川崎区塩浜４丁目11番９号　ほ

か３か所

　⑶ 　履行期間　 契約日から令和５年３月17日（金）ま

で

　⑷ 　業務概要　 本業務は、消防法第17条の３の３及び

同法施行規則第31条の６の規定に基づ

き、川崎・中原・宮前・多摩生活環境

事業所の消防用設備の機能を正常に維

持するために必要な保守点検を実施す

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「消火設備保守点検」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 　過去２年間で官公庁において消火設備保守点検業

務の完遂した契約実績があること。

　⑹ 　施設に設備されている消防用設備の種別に対応し

た消防設備士（甲種第１、２、４、５類及び乙種第

６類）免状を保有するものを業務にあたらせるこ

と。また、当該消防設備士との雇用関係を証明でき

る書類を提出すること。

　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
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　 　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２⑸、⑹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

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　　環境局施設部施設整備課　新井

　　　電話　044－200－2577（直通）

　　　※ 競争入札参加申込書については、川崎市ホーム

ページ「入札情報かわさき」よりダウンロード

できます。

　⑵ 　配布・提出・仕様書閲覧期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月14日

（木）まで

　　　（午前９時～ 12時、午後13時～ 16時）

　⑶ 　提出方法　持参（持参以外は無効とします）

　⑷ 　提出書類

　　ア 　上記２⑸の契約内容を確認できる契約書等の写

し及び２⑹の資格証の写し並びに雇用関係が証明

可能な書類

　　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

　 　加資格確認通知書及び仕様書を令和４年７月19日

（火）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７月19日（火）９時から16時

まで

　　　　　　　　（12時から13時の間は除く。）

５ 　質問書の受付・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年７月19日（火）９時から令和４年７月21

日（木）16時まで

　　　（持参の場合は午前９時～12時、午後13時～16時）

　⑵ 　質問書の様式　「質問書」の様式は、仕様書と併

せて交付いたします。

　⑶ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　30sisetu@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７月22日（金）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８月４日（木）10

時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　　川崎市川崎区東田町８

　　　　　　　　　　　　　 パレール三井ビル　13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。

　　　　　　　　　　　　　 （https://www.city.

kawasaki.jp/233300/）

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。
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　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。

　　　───────────────────

川崎市公告第867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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 加瀬クリーンセンター屋上防水改修そ

の他工事設計業務委託

　⑵ 　履行場所　川崎市幸区南加瀬４丁目40－23

　⑶ 　履行期間　 契約締結日から令和５年３月24日

（金）まで

　⑷ 　業務概要　 加瀬クリーンセンター（処理棟、旧し

尿処理棟）において、屋上防水、建物

外壁、建具改修、車路改修、その他各

部の劣化状況調査を踏まえ、それぞれ

において必要な改修工事の設計を委託

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 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委

託有資格業者名簿に業種「建築設計」種目「意匠設

計」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」で登録されているもの。

　⑸ 　平成24年度以降に官公庁（本市を含む）と、１件

の設計業務委託において公共建築物の改修工事（外

壁改修、屋上防水改修、建具改修に限る）の設計業

務の契約実績があり、かつ誠実に履行した実績を有

すること。

　⑹ 　次の要件を満たす自所属の者を管理（主任）技術

者として配置できること。

　　 　建築士法第２条第２項に規定する一級建築士（一

級建築士としての業務経験５年以上）

　⑺ 　次の要件を満たす自所属の者を担当技術者として

配置できること。

　　 　建築士法第２条第２項に規定する一級建築士（一

級建築士としての業務経験５年以上）

３ 　一般競争入札参加申込書及び仕様書の配布、提出及

び問い合わせ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加申込書及び２⑸、⑹及び⑺を証する書類（過去の

実績の契約書、仕様書、免許証の写し及び業務の実績

を証する書類）を提出してください。

　⑴ 　一般競争入札参加申込書の配布

　　ア 　配布場所：川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」委託の欄の「入札公表―財

政局」よりダウンロード。

　　イ 　配布期間： 令和４年７月11日から令和４年７月

15日

　　　　　　　　　８時から20時　　

　　　　　　　　　 （配布最終日においては、20時まで

ダウンロード可能となりますが、提

出期限は同日の16時までとなります

のでご注意下さい。）

　⑵ 　提出期間

　　　令和４年７月11日から令和４年７月15日

　　　９時から12時、13時から16時まで

　　　（12時から13時は除く）

　⑶ 　提出場所及び問い合わせ先

　　　〒210-0005

　　 　川崎市川崎区東田町５番地４　川崎市役所第３庁

舎16階

　　 　環境局施設部施設整備課（建築・土木担当　岡

野、神谷）

　　　電話　044－200－2575（直通）

　⑷ 　提出方法　　持参（持参以外は無効とします）

４　仕様書の配布

　 　競争入札参加申込書等の提出時に、２⑸、２⑹及び

２⑺の参加資格を満たしていることを確認次第、配布

します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出したものには、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、確認通知書を申請締切日後１

週間以内に送付します。当該委任先メールアドレスを

登録していない者にはFAXで送付します。

　 　なお、この確認通知は、申込時の登録情報により通

知しているもので、最終的な入札参加資格の審査は、

開札後、入札参加申込時にさかのぼって、提出書類等

の確認を行い、入札参加資格が無く申し込みを行った

者の入札は無効とします。

６　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問受付日

　　 　令和４年７月20日（水）から令和４年７月26日

（火）

　　 　９時から16時まで（土、日及び12時から13時は除

く）

　⑵ 　質問書の様式　「質問書」の様式は、仕様書と併
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せて交付します。

　⑶ 　質問受付方法

　　　持参または電子メール、ＦＡＸによります。

　　ア 　電子メール　30sisetu@city.kawasaki.jp

　　イ 　ＦＡＸ　　　044－200－3923

　　ウ　持参　　　　上記３⑶に同じ

　⑷ 　回答

　　ア 　回答日：令和４年７月29日（金）

　　イ 　回答方法：回答については、入札参加者から質

問が提出された場合にのみ、一般競争入札参加資

格確認通知書の交付をうけた全ての者に対し、文

書（電子メール又はFAX）で送付します。

　　　 　なお、回答後の再質問は受付ません。

７　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。

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８月３日（水）10

時30分

　⑶ 　入札・開札の場所　　川崎市川崎区東田町８番地

　　　　　　　　　　　　　 パレール三井ビル13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制限価

格以上の価格をもって有効

な入札を行った者のうち、

最低の価格をもって有効な

入札を行った者を落札者と

します。

　⑺ 　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。

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、

入札情報かわさきの「契約

関係規定」から閲覧できま

す。

　　　　　　　　　　　  　 （https://www.city.kawasaki.

jp/233300/index.html）

10　その他

　⑴ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑵ 　公告に関する問い合わせ先は、上記３⑶に同じで

す。

　⑶ 　詳細は入札説明書によります。

　　　───────────────────

川崎市公告第868号

　　　一団地の総合的設計制度の認定について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の２第１

項の規定による認定をしましたので、同条第６項の規定

に基づき次のとおり公告し、当該認定に関する計画書を

一般の縦覧に供します。

　　令和４年７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

対象区域 川崎市多摩区生田三丁目1064番１

縦覧に供する場所 川崎市まちづくり局指導部建築指導課

申請者　住　所

　　　　氏　名

川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市長　福田　紀彦

認定年月日及び

認定番号

令和４年７月11日

川崎市指令ま建指第701号

　　　───────────────────

川崎市公告第869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７月11日

 川崎市長　塩　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市中原区井田１丁目230番１

　　　　　　　　　　　　　　　　ほか４筆

 797平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　横浜市都筑区茅ヶ崎南２-23-14 

　　デックス株式会社　代表取締役　髙山　裕司

３ 　予定建築物の用途
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　　一戸建ての住宅

 計画戸数:６戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年３月28日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第113号

　　　───────────────────

川崎市公告第870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７月11日

 川崎市長　塩　田　紀　彦　　

１ 　工事を完了した開発区域の名称及び面積

　　川崎市宮前区水沢三丁目2541番６

 995平方メートル

２ 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　川崎市宮前区水沢三丁目９番９号 

　　岸井　敏江

３ 　予定建築物の用途

　　有料老人ホーム

 計画戸数:30戸

４　開発許可年月日及び許可番号

　　令和４年４月11日

　　川崎市指令　ま宅審　(イ)第３号

　　　───────────────────

川崎市公告第871号

　次の市有財産について、一般競争入札による売払いを

実施します。

　　令和４年７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　売買物件の概要

　⑴ 　売買物件　　　　　　　　　別表のとおり

　⑵ 　予定価格（最低売却価格）　別表のとおり

２ 　一般競争入札参加資格

　　次の⑴～⑽に該当しないこと。

　⑴ 　地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の３

第１項の規定に該当する職員

　⑵ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当する者

　⑶ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中である者

　⑷ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中である者

　⑸ 　下記４の入札案内書に定める一般競争入札参加申

込みに必要な書類を提出しない者

　⑹ 　下記４の入札案内書に定める事項及び法令等を遵

守する能力を有しない者

　⑺ 　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する

法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第１号

に掲げる処分を受けている団体及び当該団体の役職

員又は構成員

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条に規定する暴力団、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

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項に規定する行為を

している者

　⑽ 　⑺、⑻、⑼に掲げるものから委託を受けた者並び

に⑺、⑻、⑼に掲げるものの関係団体

３ 　契約の条件

　⑴ 　禁止する用途

　　 　売買物件の所有権が川崎市から物件購入者（落札

者）へ移転した日から５年間は、売買物件（その上

の建物等を含む。）を「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」（昭和23年法律第122号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

並びに「川崎市暴力団排除条例」第２条第１号に規

定する暴力団、その他反社会的団体及びこれらの構

成員がその活動のために利用する等の公序良俗に反

することの用途としては利用できません。

　　 　なお、物件購入者（落札者）が、売買物件の「所

有権の移転等」をする場合においても、新たに権利

を取得する方（以下「新権利者」という。）に、こ

の「契約の条件」を承継しなければなりません。売

買物件の「所有権の移転等」をする際には、必ず売

買契約書等にこの「契約の条件」について明記し、

新権利者に対して、十分な説明をしなければなりま

せん。

　　 　（「所有権の移転等」とは、土地について売買、

贈与、交換、出資等による所有権の移転並びに地上

権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使

用及び収益を目的とする権利の設定をいいます。な

お、抵当権の設定は含みません。）

　⑵ 　実地調査

　　 　上記⑴の履行を確認するため、川崎市が土地の利

用状況等についての実地調査を行う際には、物件購

入者（落札者）及び新権利者は必ず協力しなければ

なりません。

　⑶ 　違約金

　　 　上記⑴の条件に違反した場合には、売買代金の

100分の30に相当する額を違約金として川崎市に支

払っていただきます。

４ 　令和４年度　第１回一般競争入札による市有財産売

払いの案内書（入札参加申込書を含む）の配布
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　 　入札に参加を希望する者には、次により「令和４年

度　第１回一般競争入札による市有財産売払いの案内

書」（以下「入札案内書」という。）を配布します。

　⑴ 　配布場所　 川崎市財政局資産管理部資産運用課

（明治安田生命川崎ビル13階）

　　　　　　　　〒210－8577

　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町６番地

　　　　　　　　電話　044－200－2083（直通）

　⑵ 　配布期間　 令和４年７月11日（月）から令和４年

８月10日（水）まで

　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　 午前８時30分～午後５時（正午～午後

１時を除く。）

５ 　入札参加申込書等の提出

　 　入札に参加を希望する者は、次により上記４の入札

案内書に記載されている申込みに必要な書類を提出し

なければなりません。

　⑴ 　提出場所　 郵送の場合：〒210－8577　川崎市川

崎区宮本町１番地　

　　　　　　　　 川崎市財政局資産管理部資産運用課　

宛てに郵送

　　　　　　　　持参の場合は、上記４⑴と同じ

　⑵ 　提出期間　 令和４年８月３日（水）から令和４年

８月10日（水）まで

　　　　　　　　 午前９時～午後４時（正午～午後１時

を除く。）

　⑶ 　提出方法　書留郵便・簡易書留郵便又は持参

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、入

札日時点において上記２の各号のいずれかに該当して

いたときは、当該一般競争入札参加資格を喪失します。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　ア 　入札書の提出日時　 令和４年８月19日（金）必

着

　　イ 　入札書の提出場所　上記５⑴と同じ

　⑵ 　入札保証金　　　　　 地方自治法施行令第167条

の７第１項に規定する入札

保証金（以下「入札保証金」

という。）の納付額は、別

表のとおりです。

　⑶ 　開札の日時　　　　　 令和４年８月23日（火）午

前10時

　⑷ 　開札の場所　　　　　 川崎市役所第３庁舎15階　

第１・２会議室

　　　　　　　　　　　　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

８ 　落札者の決定等

　⑴ 　落札者の決定方法　　 川崎市契約規則第14条の規

定に基づいて決定した予定

価格書の価格（最低売却価

格）以上の価格をもって有

効な入札を行った者のうち

最高の価格をもって入札を

行った者を落札者とします。

　⑵ 　入札の無効　　　　　 入札案内書及び川崎市競争

入札参加者心得で無効と定

める入札は、これを無効と

します。

９　契約の手続等

　⑴ 　契約条項　　　　　　 上記４で配布する「入札案

内書」に記載してあります。

　⑵ 　契約書作成の要否　　要

　⑶ 　契約保証金　　　　　 地方自治法施行令第167条

の16第１項に規定する契約

保証金の納付額は、契約金

額の10分の１以上（円未満

切上げ）とします。　

　⑷ 　売買契約の締結期限　令和４年９月９日（金）

　⑸ 　契約の締結　　　　　 落札者が令和４年９月９日

（金）までに契約を締結し

ない場合は、落札は無効と

なり、上記７⑵の入札保証

金は、地方自治法第234条

第４項の規定に基づき、川

崎市に帰属します。

　⑹ 　売買代金の支払方法

　　　次のア又はイのいずれかの方法によります。

　　ア 　売買契約の締結期限（令和４年９月９日〔金〕）

までに売買代金の全額を納入する方法

　　イ 　売買契約の締結期限（令和４年９月９日〔金〕）

までに売買代金の10分の１以上の契約保証金を納

付し、その後、売買代金の納期限（令和４年９月

30日〔金〕）までに売買代金の残金（売買代金と

契約保証金との差額をいう。）を納入する方法

10　その他

　⑴ 　事情により予告なく入札の中止や内容を変更する

場合があります。

　⑵ 　詳細は「入札案内書」によります。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、上記４⑴に同

じです。
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（別表）

物件

番号
所在（地番）（住居表示） 地目

実測面積

（㎡）
用途地域

建ぺい率

容積率（％）

最低売却

価格（万円）

入札保証金

納付額（万円）

１

高津区蟹ヶ谷字東神庭118番３

宅地 1201．88
第１種中高層

住居専用地域
14,100 290及び中原区井田３丁目1708番１ 60

（━） 200

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

川崎市公告第872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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 中央支援学校ほか３校電灯設備調査業

務委託

　⑵ 　履行場所　 川崎市高津区久本３－７－１ほか３校

（詳細は別紙のとおり）

　⑶ 　履行期間　 契約日から令和４年９月９日まで

２ 　競争入札参加資格

　 　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしてい

なければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に

業種「設備設計」種目「電気設備設計」、地域区分

「市内」で登録されていること。

　⑷ 　官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律第２条第１項各号による中小企業者であるこ

と。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布・提出及び仕様書等

の閲覧

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

入札参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－8577

　　　川崎市川崎区宮本町１番地

　　 　川崎市環境局脱炭素戦略推進室（川崎市役所第３

庁舎17階）大和田、中野

　　　電　話　044－200－1223　

　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　 　一般競争入札参加申込書及び図面関係を除く入札

関係書類は、インターネットからもダウンロードす

ることができます。

　　 　（「入札情報かわさき」の「入札情報」の委託の

欄の「入札公表」の中にあります「入札情報かわさ

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

html。）

　⑵ 　配布・提出・仕様書等閲覧期間

　　 　令和４年７月11日（月）から令和４年７月15日

（金）まで

　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を

除く）

　⑶ 　提出方法

　　ア 　持参

　　イ 　郵送

　　　 　なお、郵送により入札参加申込書を提出する場

合は、速やかに３⑴の所管課に必ず電話してくだ

さい。

４　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、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７月22日（金）までに送付します。

　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録していない

者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で令和４年７月22

日（金）午後５時まで配布します。

５ 　入札説明書及び仕様書の交付

　 　入札参加申込書を提出した者には、入札説明書、仕

様書を当該委任先メールアドレスに送付します。な

お、当該委任先メールアドレスを登録していない者に

は３⑴の場所で提出日から令和４年７月22日（金）午

後５時まで配布します。

　 　また、入札説明書及び仕様書は３⑴の場所及び提出

期間において閲覧に供します。

６　仕様書等に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することが

できます。

　　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんの

で御注意ください。

　　ア 　質問書の配布

　　　　入札参加申込書の配布と同じ　

　　イ 　質問書の提出場所

　　　　３⑴と同じ

　　ウ　質問書の提出期間

　　　 　令和４年７月22日（金）から令和４年７月27日

（水）まで

　　　　（ただし、土曜日、日曜日を除く）

　　　 　午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時

を除く）
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　　エ 　質問書の提出方法

　　　(ｱ)　持参

　　　(ｲ)　ＦＡＸ

　　　(ｳ)　メール

　　　　　 　なお、ＦＡＸ又はメールにより提出した場

合は、速やかに３⑴の所管課まで電話連絡願

います。

　　　　　　電　話　044－200－1223　

　　　　　　ＦＡＸ　044－200－3921

　　　　　　E-mail　30tisui@city.kawasaki.jp

　⑵ 　回答

　　ア 　回答日

　　　　令和４年７月29日（金）

　　イ 　回答方法

　　　 　回答については、全ての質問及び回答を一覧表

にした質問回答書を、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレス

に送付します。

　　　 　なお、当該委任先メールアドレスを登録してい

ない者にはＦＡＸで送付又は３⑴の場所で配布し

ます。（午前９時～午後５時（ただし、正午～午

後１時を除く））

　　　 　また、回答後の再質問は受付しません。

７　入札参加資格の喪失 

　 　入札参加資格があると認められた者が、開札前に次

のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失し

ます。

　⑴ 　開札前に上記２の各号のいずれかの資格条件を満

たさなくなったとき。 

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法等

　　　入札書の提出日時　　 令和４年８月３日（水）午

後４時30分

　　　入札書の提出場所　　 川崎市役所第３庁舎11階会

議室

　⑵ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑶ 　開札の日時・場所

　　　８⑴に同じ

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格

をもって入札を行った者を落札者とします。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９　契約手続等

　⑴ 　契約保証金　　　　　免除

　⑵ 　前払金　　　　　　　無

　⑶ 　契約書作成の要否　　要

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、３⑴の場所及び川崎市ホームページ「入札情報

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

index.html)の「契約関係規定」で閲覧することが

できます。　

10　その他

　⑴ 　この委託契約において使用する言語及び通貨は、

日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め

るところによります。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口　３⑴に同じ

別紙

履行場所（調査対象施設）

番号 施設名 住所

１ 中央支援学校 川崎市高津区久本３-７-１

２ 戸手小学校 川崎市幸区戸手本町１-165

３ 金程小学校 川崎市麻生区金程２-10- １

４ 麻生小学校 川崎市麻生区上麻生３-24- １

　　　───────────────────

川崎市公告第873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７月11日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　　　 学校低濃度ポリ塩化ビフェニル廃

棄物収集運搬及び処分業務委託

　⑵ 　履行場所　　　川崎市立学校

　⑶ 　履行期間　　　契約日から令和５年３月17日まで

　⑷ 　委託概要　　　 低濃度ＰＣＢ廃棄物の収集運搬・

処分業務

　　　　　　　　　　※詳細は仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市業務委
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託有資格業者名簿の業種「廃棄物関連業務」種目

「産業廃棄物収集運搬業」及び「産業廃棄物処分業」

に登載されていること。

　⑷ 　過去５年間に、本市又は他官公庁等において、類

似の業務を受託した実績があり、かつ誠実に履行し

た実績を有すること。なお、民間実績については、

同等の契約履行実績を有すること。

　⑸ 　廃棄物処理法第15条の４の４の第１項に基づき、

無害化処理認定を受けていること。又は、廃棄物処

理法に基づき、微量PCB汚染廃電気機器等の処分業

に係る都道府県知事等の許可を受けていること。

　⑹ 　低濃度ＰＣＢ廃棄物を運搬するにあたり無害化処

理認定による収集又は運搬の許可、又は特別管理産

業廃棄物の収集運搬業許可を有していること。

３ 　競争入札参加申込書の配布及び提出

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。競争入札参加

申込書は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわさき」

からダウンロードすることができます。

　⑴ 　配布・提出場所

　　　〒210－0004

　　 　川崎市川崎区宮本町６番地　明治安田生命ビル５

階

　　 　教育委員会事務局　教育環境整備推進室　管理担

当　髙橋

　　　電話　　044－200－3314

　　　FAX　　 044－200－3679

　　　E-mail　88seibi@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月11日（月）～令和４年７月15日（金）

　午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷に示した資格に係る契約実績を証明するも

の。

　　ウ　２⑸を確認できる書類

　　エ 　２⑹を確認できる書類

　　　　※ 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

　　　持参又は郵送。

　　　※ 郵送の場合は、３⑴の所管課まで電話連絡の

上、提出期間日までに届くこととし、不備がな

いこと。

４　資料の閲覧　　 ３⑴の場所、３⑵の期間で縦覧に供

します。

５ 　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加申込書を提出した者には、次によ

り競争参加資格確認通知書を交付します。

　⑴ 　交付方法

　　 　令和３・４年度「川崎市業務委託有資格業者名

簿」に登録されている委任先メールアドレス

　　 　（当該委任先メールアドレスを登録していない者

にはＦＡXにより送付）

　⑵ 　日時

　　　令和４年７月21日（木）までに交付

６　仕様に関する問合せ

　⑴ 　問合せ先　　　　　

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問合せ方法

　　 　「質問書」により、３⑴のFAX又は電子メールア

ドレス宛てに送付後、所管課まで電話連絡

　　　※ 郵送による提出は認めません。なお、「質問書」

は、３⑴の場所で配付しています。また、川崎

市ウェブサイト「入札情報」の「入札情報かわ

さき」からダウンロードすることができます。

　⑶ 　問合せ受付期間

　　 　令和４年７月21日（木）～令和４年７月25日（月） 

午前９時～正午、午後１時～午後４時

　⑷ 　回答方法

　　 　質問に対する回答は、令和４年７月28日（木）ま

でに、全参加者宛てに電子メール又はＦＡＸにて送

付します。

７　入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

ができません。

　⑴ 　この公告に定める参加資格の要件を満たさなくな

ったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び、提出書類に虚偽の

記載をしたとき。

８ 　入札手続等

　⑴ 　入札方法　　　　　　持参による紙入札

　⑵ 　入札・開札の日時　　 令和４年８月５日（金）　

午後２時

　⑶ 　入札・開札の場所　　 川崎市川崎区東田町５番地

４

　　　　　　　　　　　　　 川崎市役所第３庁舎15階第

１会議室

　⑷ 　入札保証金　　　　　免除

　⑸ 　入札の無効

　　 　入札に参加する資格の無い者が行なった入札及

び、川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札
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の場合は、これを無効とします。

　⑹ 　落札者の決定及び参加資格の審査等

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著

しく低価格の場合は、調査を行うことあります。

９　契約手続等

　⑴ 　契約書の作成　　要

　⑵ 　契約保証金　　　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、川崎市ウェブサイト「入札

情報　かわさき」の「契約関係規定」で閲覧するこ

とができます。

10　その他

　⑴ 　関連情報を入手するための照会窓口は、３⑴と同

じです。

　⑵ 　事情により入札を取りやめる場合があります。

　⑶ 　契約手続において使用する言語及び通貨は､日本

語及び日本国通貨に限ります｡

　⑷ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　　　───────────────────

川崎市公告第874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７月12日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　委託事業名

　 　令和４年度小地域における生活支援体制等整備事業

業務委託

２ 　委託内容

　 　小地域における生活支援体制等整備に取り組むた

め、介護事業所に生活支援コーディネーターを配置

し、地域の課題解決にむけた支援を行う。等

３ 　履行期限

　　契約締結日～令和６年３月31日

４　提案書の提出者の資格

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、川崎市から介護保険法（平成

９年法律123号。以下「法」という。）第８条第19項

に規定される小規模多機能型居宅介護、同条第23項

に規定される複合型サービスの事業所指定を受けて

いること。

　⑷ 　本年度４月１日から起算して過去２年の間に、川

崎市から法第78条の９第１項に定める勧告、同条第

３項に定める命令を受けていないこと。

　⑸ 　川崎市の入札契約における暴力団等排除措置要綱

の別表各号に掲げる要件に該当しないこと。

５ 　担当部署

　　健康福祉局地域包括ケア推進室

６　参加意向申出書

　⑴ 　配布期間

　　　令和４年７月12日（火）から７月29日（金）まで

　　 　土日祝日を除く　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～

17：00

　⑵ 　配布場所

　　 　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担

当

　　　所在地： 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスク

エア西館10階

　⑶ 　提出書類

　　①参加意向申出書（様式１）

　　②事業者概要書（様式２）

　　③ コンプライアンス（法令遵守）に関する申告書

（様式３）

　　④誓約書（様式４）

　⑷ 　提出期限

　　　令和４年７月29日（金）

　　　９：00 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00

　⑸ 　提出場所

　　　上記⑵と同じ

　⑹ 　提出方法

　　 　郵送又は持参　※ 郵送の場合は受付期間最終日当

日消印有効

　　　　　　　　　　　 郵送の場合、簡易書留にて送付

すること。

７　企画提案書等

　⑴ 　提出期限

　　　令和４年８月25日（木）17：00

　⑵ 　提出場所

　　　６⑵と同じ。

　⑶ 　提出方法

　　 　郵送又は持参　＊郵送の場合は提出期間最終日当

日消印有効

　⑷ 　提出書類

　　①　表紙（様式７）　　            　１部

　　②　提案書（様式８　⑤－２を含む）　１部

　　③　要件確認書（様式９）　　　      １部

　　④　見積書（様式10）　　　　　　 　 １部

　　⑤　添付書類　　　　　　　          １部



（第1,847号）令和4年(2022年)7月25日 川 崎 市 公 報

－3162－

８ 　選定審査委員会

　⑴ 　日時

　　 　令和４年９月５日（月）（時間及び開催場所は後

日連絡。）

　⑵ 　時間

　　　各社プレゼンテーション15分、質疑10分とする。

　⑶ 　評価項目

　　　次項参照

各項目と配点比率

項目 配点

活動実績 30点

①利用者の自宅や地域での暮らしを支えるために、事業所による直接的な支援以外に、どのような工夫を行っているか。 10点

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

③ 地域との積極的な関係づくりや、地域課題の解決向けた取組、介護保険サービスを利用していない地域住民からの相

談・支援等に取り組んでいるか。
５点

④活動にあたっては、事業所が直接支援をするだけではなく、地域との協働体制が築けているか。 ５点

対象エリアの状況把握

⑤地域での取組にあたって、対象エリアの状況を収集できているか。また、地域の関係者と共有しているか。 ５点

活動計画 55点

人員体制

⑥事業所のスタッフが増える等、事業所全体として円滑な業務実施が可能となる提案になっているか。 10点

⑦ 対象エリアの状況を把握している等、円滑な事業実施が可能な人材を配置する提案となっているか。又は、地域での活

動について実績・経験を有する人材を配置する提案となっているか。
10点

活動計画

⑧

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

・取組を効果的に進めるために、どのような地域の資源を把握するか。 ５点

・ 事業所の資源を活用した支援だけではなく、地域の様々な資源（人・活動・場所　等）を活用・連携する視点が

盛り込まれているか。
10点

・地域交流スペース等の事業所の持つ資源を積極的に活用する計画になっているか。 10点

その他の取組 10点

事業所のネットワークづくり等の取組

⑨ 事業所間の顔の見える関係づくり、複数事業所による勉強会の開催など、地域の介護サービス事業所のネットワークづ

くりの取組実績があるか。
５点

行政との連携・制度の理解

⑩過去１年間に、次の項目に該当した取組の実績があるか。（法人としての取組を評価）

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

　●かわさきいきいき長寿プランの推進に資する取組がある

　●区役所と連携して実施した取組がある

５点

その他評価 ５点

⑪積極的な提案が行われているか。 ５点

合計 100点

９　関連情報を入手するための照会窓口

　 　〒212-0013　川崎市幸区堀川町580番地（ソリッド

スクエア西館10階）

　 　川崎市健康福祉局地域包括ケア推進室地域保健担当

　永井・川崎

　　電話　044（200）3718

　　メールアドレス　40keasui@city.kawasaki.jp

10　その他

　⑴ 　要請手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語・円

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　提案書作成及び提出に関する費用負担

　　　提案者負担とする。

　⑷ 　業務規模概算額（上限）

　　　令和４年度から５年度

　　　１事業所あたり合計5,250,000円（非課税）

　　　内訳

　　　令和４年度　1,750,000円（非課税）

　　　令和５年度　3,500,000円（非課税）

　⑸ 　提出された書類は返却しない。

　⑹ 　作成された制作物等の著作権は川崎市に帰属する。

　　　───────────────────

川崎市公告第875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７月13日

 川崎市長　福　紀　彦　　
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（案件１）

競争入札に

付する事項

件　　 名 一般県道上麻生連光寺舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市麻生区片平６丁目４番地先

履行期間 契約日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

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

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

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

こと。

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年７月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道早野78号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市麻生区早野132番１地先

履行期間 契約日から120日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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。
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参 加 資 格

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

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

こと。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号044－200－2099

入札日時等 令和４年７月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市道下小田中101号線道路補修（打換）工事

履行場所 川崎市中原区下小田中６丁目８番地先

履行期間 契約日から90日間

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

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

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市川崎区、幸区又は中原区内に本社を有すること。

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

こと。

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

業者であること。

⑻ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑼ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年７月28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。
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（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内道路補修（緊急22－２）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 　川崎市中原区内に本社を有すること。

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

⑺ 　令和３・４年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条⑴イ「災害時にお

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

に登録があること。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑾ 　主任技術者（業種「舗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 平令和４年７月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 中原区内市道川崎駅丸子線舗装道補修（切削）工事

履行場所 川崎市中原区小杉御殿町２丁目36番地先

履行期間 契約日から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。

　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「Ａ」で登録されている
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参 加 資 格

　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 　舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「舗装」）を専任で配置できること。

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等 令和４年７月28日　13時30分（財政局資産管理部契約課土木契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 多摩消防署菅出張所外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場１丁目13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 　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

⑽ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書において、業種「塗装」の完成工事高が全ての

種類別完成工事高の中で最多であること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年８月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免
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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

（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生消防署百合丘出張所外壁塗装改修その他工事

履行場所 川崎市麻生区百合丘１丁目18番地４

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 　塗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑽ 　主任技術者（業種「塗装」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等 令和４年８月19日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 本町ポンプ場受変電設備等改修工事

履行場所 契約の日から令和５年３月31日まで

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
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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」種目「屋内電気設備」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 　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８月24日　14時30分（財政局資産管理部契約課建築契約係）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 大戸小学校ほか１校トイレ改修その他工事

履行場所 川崎市中原区下小田中１丁目４番１号ほか１校

履行期間 契約の日から令和５年３月24日まで

参 加 資 格

⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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」
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又は「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８月26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。

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第243号

　　　入　札　公　告

　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。

　　令和４年７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

　　 　葬祭場運営管理システムのかわさき北部斎苑休憩

棟及び管理棟に係る機器等の賃貸借及び保守

　⑵ 　納入場所及び履行場所

　　 　川崎市高津区下作延６丁目18番１号　かわさき北

部斎苑

　⑶ 　履行期間

　　　令和５年３月１日から令和10年２月29日まで

　⑷ 　調達概要

　　ア　調達物品

　　　　「入札説明書」によります。

　　イ　数量

　　　　「入札説明書」によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市「製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」・種目「その他」

に登載されていること。なお、有資格業者名簿に登

載のない者（入札参加業種・種目に登載のない者も

含む。）は、財政局資産管理部契約課に所定の様式

により、資格審査申請を令和４年８月５日（金）ま

でに行うこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。
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　⑷ 　この調達物品について、本市又は他官公庁（日本

国内）において類似（葬祭場の運営に関するもの以

外は不可）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 　入札参加申込書の配布及び提出

　 　この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）を提出して、入札参加の申込

をしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所及び問い合わせ先

　　　〒212－0013

　　 　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスクエア西

館８階

　　 　川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生担当　

担当　原田・押部・大澤

　　　電　話　044－200－0883

　　　ＦＡＸ　044－200－3927

　　　Ｅ－mail　40seiei@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月25日(月)から令和４年８月５日(金)

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４時

まで

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　提出物

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　２⑷の契約実績を証する書類（契約書の写し等）

　⑷ 　提出方法

　　　持参とします。

４ 　入札説明書の閲覧及び交付

　 　競争入札参加資格があると認めた者には、入札説明

書を上記３⑴の場所で、上記３⑵の期間に無償で交付

します。

　 　また、入札説明書は、３⑴の場所、３⑵の期間にお

いて縦覧に供します。

５ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　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、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８月16日(火)までに送付します。または、次に

より直接、交付します。

　⑴ 　場所

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和４年８月16日(火)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 　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 　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その他の提出書類に

虚偽の記載をしたとき

８ 　仕様書等に関する問い合わせ

　 　次により仕様書等の内容に関し、質問することがで

きます。

　　なお、仕様書等以外の質問は受け付けません。

　 　また、入札参加者以外の質問には回答しませんので

御注意ください。

　⑴ 　問い合わせ先

　　　３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和４年７月25日(月)から令和４年８月18日(木)

まで

　　 　毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後

４時まで

　　　ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」を使用し、３⑴の

FAX番号又は電子メールアドレスあて送付してくだ

さい。また「質問書」送付後、送付した旨を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、入札参加者から質問が提出

された場合にのみ、競争入札参加資格確認通知書で

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８月30日(火)までに、ＦＡＸ又は電子

メールにて回答します。

　　　なお、回答後の再質問は受付しません。

９ 　入札の手続き等

　⑴ 　入札方法等

　　ア 　持参による入札の場合

　　　(ア)　入札日時

　　　　　　令和４年９月６日(火)　午後２時

　　　(イ)　入札場所

　　　　　 　川崎市幸区堀川町580番地　ソリッドスク

エア西館12階　12Ｄ会議室

　　イ 　郵送による入札の場合
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　　　(ア)　入札書の提出期限

　　　　　　令和４年９月５日(月)　午後５時必着

　　　(イ)　入札書の提出先

　　　　　　上記３⑴に同じ

　　　(ウ) 　郵送による入札を行う場合は、二重封筒と

し、外封筒に１⑴の件名及び「入札書在中」

と明記し、所定の入札書を入れて封印の上、

必ず書留郵便により送付してください。ま

た、当該送付を行ったら速やかに３⑴の場所

に必ず電話をしてください。

　⑵ 　入札金額

　　　リース総額(税抜)を入札金額とします。

　⑶ 　入札保証金　

　　　免除とします。

　⑷ 　開札の日時

　　　上記９⑴ア(ア)と同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　上記９⑴ア(イ)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有

効な入札を行った入札者を落札者とします。

　　 　ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うこと

があります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　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。

10　契約の手続き等

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除します。

　　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。ただし、川崎市金銭会計規則第

８条に定める有価証券（振替債を除く）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。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　要

　⑶ 　前払金

　　　無

　⑷ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等

は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の

「契約関係規定」において閲覧することができます。

11　その他

　⑴ 　この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとしま

す。 

　　 　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑷ 　関連情報を入手するための照会窓口は、上記３⑴

と同じです。

　⑸ 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑹ 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定

めるところによります。

12　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of products to be 

leased:

　　 　Lease and Maintenance of Equipment Related 

to the Saien Kawasaki Hokubu Rest House 

　　 　and Administrative Building of the Funeral 

Home Operation Management System

　⑵ 　Deadline for tender applications:

　　　２pm, ６ September 2022 (Tuesday)

　⑶ 　Deadline for tender applications by mail:

　　　５pm, ５ September 2022 (Monday)

　⑷ 　Language and currency used in the contract 

formalities:

　　　Japanese language and Japanese yen

　⑸ 　Point of contact for enquiries:

　　　Environmental Health Section,

　　　Health and Medical Care Policy Department,

　　　Kawasaki City Health and Welfare Bureau,

　　　８F, Solid Square West Tower,

　　 　580 Horikawa-cho, Saiwai Ward, Kawasaki City

　　　212-0013

　　　TEL: 044-200-0883

　　　FAX: 044-200-3927

　　　E-mail: 40seiei@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第244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７月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　購入（製造）物品及び数量

　　　タブレットＰＣ充電保管庫　　158台
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　⑵ 　購入（製造）物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　指定場所

　⑷ 　納入期限

　　　令和５年２月28日

　⑸ 　本案件は、電子入札案件です。入札参加希望者は

本市の電子入札システムにより競争入札参加申込を

行ってください。ただし、提出期限までに本市の電

子入札システムの利用者登録ができない場合は、紙

入札方式に替えることができます。

２ 　一般競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期

間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において令和３・４年度川崎市製造の請

負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「コンピュ

ータ」、種目「コンピュータ」に登載されており、

かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種に登載のない者も含む。）は財政局資産管理部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和４

年８月８日までに行ってください。

　⑷ 　平成24年４月１日以降に、この購入（製造）物品

についての類似の契約実績があること。なお、契約

実績については、１契約につき1,000,000円以上と

します。

　　 　また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契

約実績でも構いません。

　⑸ 　この購入（製造）物品及び数量について、仕様書

の内容を遵守し確実に納入することができること。

３ 　仕様書等の閲覧

　　次により仕様書等を閲覧することができます。

　⑴ 　窓口での閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市役所財政局資産管理部契約課

　担当　田口

　　　　　　　　　 〒210－8577　川崎市川崎区宮本町

１番地

　　　　　　　　　明治安田生命ビル13階

　　　　　　　　　電話044－200－2092

　　イ 　閲覧期間　 令和４年７月25日～令和４年８月８

日

　　　　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午

後５時

　⑵ 　インターネットでの閲覧の場合

　　ア 　閲覧場所　 川崎市ホームページ「入札情報かわ

さき」の「入札情報」の物品の欄の

「入札公表」

　　イ 　閲覧期間　 令和４年７月25日～令和４年８月８

日

　　　　　　　　　午前８時～午後８時

４ 　一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問

い合わせ先

　 　下記⑶の書類は、電子入札システムにより提出して

ください。

　　提出期間　令和４年７月25日～令和４年８月８日

　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　　　　　 ただし、電子入札システムによりがたい

者は、上記３⑴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 　納入実績調書（契約内容を確認できる契約書等

の写し含む）

　　　 　また、提出された書類等に関し、説明を求めら

れたときはこれに応じなければなりません。提出

された書類等を審査した結果、この購入（製造）

物品を納入することができると認められた者に限

り、入札に参加することができます。

５ 　入札説明書の交付

　 　上記４により一般競争入札参加申込書を提出した者

に無償で入札説明書を交付します。また、入札説明書

は３のとおり縦覧に供します。

６ 　仕様書作成担当部署及び担当者

　　教育委員会教育環境整備推進室　　担当　山﨑

　　電話　044－200－0753

７ 　仕様書に関する質問・回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　 　なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付

けません。
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　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外へは回答しませんので御注

意ください。

　　ア 　電子入札システムによる質問方法

　　　 　電子入札システムによる質問は、次の期間に入

力・提出してください。

　　　 　入力・提出期間　 令和４年７月25日～令和４年

８月８日

　　　　　　　　　　　　午前８時～午後８時

　　　　　　　　　　　　 質問入力方法の詳細について

は、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「共通ダ

ウンロードコーナー」の「入

札参加手続関係」）に掲載し

ている「電子入札システム質

問回答機能操作方法」を参照

してください。

　　イ 　質問書の持参による質問

　　　 　電子入札システムによりがたい者は、次の期間

に上記３⑴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７月25日～令和４年

８月８日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　 23keiyak@city.kawasaki.

jp

　　　 　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８月23日

　　イ 　回答方法

　　　 　入札参加者から質問があった場合、すべての質

問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファ

イルにし、競争入札参加資格があると認められた

入札参加者に対して、川崎市ホームページ（「入

札情報かわさき」の「業者登録システム」の「仕

様書等ダウンロード」）にて掲載します。なお、

質問がなかった場合には、掲載はいたしません。

　　　 　閲覧又は取得方法の詳細については、川崎市ホ

ームページ（「入札情報かわさき」の「共通ダウ

ンロードコーナー」の「入札参加手続関係」）に

掲載している「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８月23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８月23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

　　 　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９月６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９月６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９月２日　必

着

　　　(イ)　入札書の提出先　　上記３⑴アに同じ
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　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　　上記10⑴イに同じ

　⑶ 　入札保証金　

　　 　川崎市契約規則第９条各号に該当する場合は、免

除します。

　　 　ただし、過去３年間に執行した本市の同種の入札

等において、落札したにもかかわらず契約を締結し

なかった者、または、本市と契約を締結したにもか

かわらず契約を履行しなかった者は、川崎市契約規

則第９条第１項第２号の「その者が契約を締結しな

いこととなるおそれがない」と認められません。

　　 　上記の免除規定に該当しない場合は、入札金額の

２パーセント以上を入札書提出前に納付しなければ

なりません。なお、郵便をもって入札する場合は、

入札書と同時に納付することができます。

　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とします。ただし、著し

く低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　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:

　　 　School tablet PC charging cabinet 　　158 

units

　⑵ 　Time-limit for tender : 

　　　ａ　By electronic bidding system

　　　10:00 A.M. ６ September 2022

　　　ｂ　Direct delivery

　　　　　11:00 A.M. ６ September 2022

　　　ｃ　By mail

　　　　　２ September 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：044－200－2092 

　⑷ 　Language: 

　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第245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７月25日

 川崎市長　　福　田　紀　彦　　

１ 　調達の名称

　 　令和４年度国民健康保険システム改修等業務委託

（１回目）

２ 　契約事務担当部局の名称及び所在地

　　川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

　　川崎市川崎区宮本町１番地

３ 　契約の相手方を決定した日

　　令和４年６月22日

４ 　契約の相手方の氏名及び住所

　　日本電気　株式会社　神奈川支社

　　支社長　米本　期子　

　　神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番８号

　　クイーンズタワーＣ
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５ 　契約金額

　　99,742,500円

６ 　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７ 　随意契約理由

　 　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める政令第11条第１項第２号の規定による｡

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第246号

　　入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年７月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名（賃貸借物品）

　　 　令和４年度軽乗用電気自動車Ａの賃貸借及び保守

　⑵ 　履行場所

　　　川崎市役所公用車車庫

　⑶ 　賃貸借期間及び台数

　　　令和５年２月１日から令和12年１月31日まで　　

　　１台

　⑷ 　賃貸借物品の特質等

　　　仕様書によります。

２　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

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「リース」、種目「車両」に

登載されていること。

　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 　この調達物品及び台数について、確実に納入する

ことができること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布、提出及び問い合わ

せ先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加申込書及び必要な資料を提出しなければなり

ません。なお、提出は持参とし、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

　　 　川崎市川崎区宮本町３－３　川崎市役所第４庁舎

１階

　　　総務企画局総務部庁舎管理課　工藤担当

　　　電話　044－200－2104

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月25日（月）午前９時から令和４年７

月28日（木）正午まで（令和４年７月28日は午前９

時から正午まで、それ以外は毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）とします。

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　類似業務の履行実績資料

４　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メー

ルアドレスに、令和４年７月29日（金）までに一般競

争入札参加資格確認通知書、仕様書及び質問書を送付

します。

　 　また、当該メールアドレスを登録していない者に

は、令和４年７月29日（金）の午前９時から正午に上

記３⑴の場所において一般競争入札参加資格確認通知

書及び仕様書を交付します。

５　仕様書の交付

　 　上記４により無償で仕様書を交付します。また、仕

様書は、上記３⑴の場所において上記３⑵の期間ま

で、縦覧に供します。

６　仕様に関する問い合わせ先

　⑴ 　問い合わせ場所

　　　上記３⑴に同じ

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和４年７月29日（金）午前９時から令和４年８

月２日（火）正午までとします。

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　上記４に添付の「質問書」に必要事項を記入し、

指定するＦＡＸ又はメールアドレス宛てに送付して

ください。

　　　メールアドレス　17tyosya@city.kawasaki.jp

　　　ＦＡＸ　044－200－2692

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合、令和４年８月３日（水）まで

に参加全社宛て、文書（ＦＡＸまたは電子メール）

にて回答します。

７　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、この入札に参加するこ

とができません。

　⑴ 　この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚

偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等

　⑴ 　入札方法
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　　 　入札金額は税抜きの総額で行います。月額の賃貸

借料に賃貸借期間の月数及び台数を乗じた額で見積

もりをしてください。なお、入札は所定の入札書を

もって行い、入札書は入札件名を記載した封筒にて

提出してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア　日時

　　　　令和４年８月10日（水）　午後２時00分

　　イ　場所

　　　 　川崎市川崎区宮本町２－31　ＪＡセレサみなみ

ビル３階会議室

　⑶ 　入札書の提出

　　　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

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

９　開札に立ち会う者に関する事項

　 　開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人としま

す。ただし、代理人が立ち会う場合は、入札に関する

権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書

類を事前に提出しなければなりません。

10　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、

免除とします。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争

入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入

札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できま

す。

11　契約内容の変更等

　 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当該

金額について減額又は削除があった場合は、この契約

を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。

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、仕様書によります。

　⑶ 　公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎

市契約規則及び川崎市入札参加者心得等の定めると

ころによります。

　⑷ 　賃貸借料の支払いについては、毎月払いとします。

　⑸ 　関連情報を入手するための窓口は上記３⑴に同じ。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第247号

　　　入　札　公　告

　　令和４年７月25日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

　一般競争入札について次のとおり公表します。

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件名　　　 電気自動車（軽貨物・幸区役所）賃貸

借及び保守

　⑵ 　履行場所　 川崎市幸区戸手本町１－11－１　幸区

役所衛生課

　⑶ 　履行期間　 令和５年２月１日から令和12年１月31

日まで

　⑷ 　物品の概要　仕様書によります。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第

２条の規定に該当しないこと。

　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指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　過去５か年に、本市又は他公官庁において同規模

の賃貸借契約の実績があること。

３ 　一般競争入札参加申込書の配布及び提出先

　 　一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布・提出場所

　　 　健康福祉局保健医療政策部食品安全担当　担当：

赤木

　　　郵便番号　212－0013

　　　住　　所　 川崎市幸区堀川町580　ソリッドスク

エア西館８Ｆ

　　　電　　話　044－200－2445

　　　Ｆ Ａ Ｘ　044－200－3927

　　　E - m a i l　40syoku@city.kawasaki.jp
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　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月25日（月）から令和４年８月１日

（月）までの下記の時間

　　 　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

　　　（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く）

　⑶ 　提出書類

　　ア 　一般競争入札参加申込書

　　イ 　上記２⑷を確認できる資料（様式自由）

　⑷ 　提出方法

　　　郵送（提出期間内必着）もしくは持参。

　　　※ 郵送による場合は、住所「〒210―8577川崎市

川崎区宮本町１番地」としてください。

　　 　また、郵送した当日中に件名、会社名、担当者名、

連絡先を記載した電子メールを「40syoku@city.

kawasaki.jp」に送信してください。

　　 　提出書類（競争入札参加申込書）は、インター

ネット（入札情報かわさき（https://www.city.

kawasaki.jp/233300/index.html））からダウンロー

ドすることができます。ダウンロードができない場

合には、上記３⑵の期間に、３⑴の場所で配布しま

す。

４ 　競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者のうち参加資格が

あると認められた者には、令和３・４年度川崎市競争

入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスに令

和４年８月４日（木）までに送付します。

５ 　仕様・入札に関する問い合わせ

　⑴ 　問い合わせ先

　　　上記３⑴に同じ。

　⑵ 　問い合わせ期間

　　 　令和４年８月４日（木）から令和４年８月10日

（水）まで

　⑶ 　問い合わせ方法

　　 　競争入札参加資格確認通知書に添付の「質問書」

の様式に必要事項を記入し、指定するＦＡＸ又は電

子メールアドレスあて送付してください。

　⑷ 　回答方法

　　 　質問があった場合の回答は、令和４年８月15日

（月）までに、競争入札参加資格者全員へ電子メー

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

　　 　一般競争入札参加資格確認通知書とともに配布す

る入札書もしくは、入札情報かわさき＞ダウンロー

ドコーナー＞財政局入札参加手続関係からダウンロ

ードした入札書を使用してください。

　　 　賃貸借期間の総額（税抜き）を入札金額とします。

契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載し

てください。また、入札金額には契約期間内の業務

履行に必要となる一切の費用を含めて見積もるもの

とし、月額の賃貸借料（税抜きで１円未満の端数を

切り捨てた額）を月数（84 ヵ月）で乗じる方法で

見積もりしてください。

　　ア 　入札書の提出日時

　　　　令和４年８月22日（月）午後２時

　　イ 　入札書の提出場所

　　　 　川崎市幸区堀川町580　ソリッドスクエア西館

12Ｆ　12Ｂ会議室　　　　

　⑵ 　入札書の提出

　　　持参に限ります。

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。

　⑷ 　入札の日時

　　　７⑴アに同じ

　⑸ 　開札の場所

　　　７⑴イに同じ

　⑹ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効

な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は落札を保留し、調査を行うこ

とがあります。

　⑺ 　入札の無効

　　 　川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札

は、これを無効とします。

（８）再度入札の実施

　　 　落札者がいない場合、直ちに再度入札を実施しま

す。再度入札用の入札書等も準備の上、参加してく

ださい。

８ 　契約手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　　免除とします。

　⑵ 　前払金

　　　否

　⑶ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。
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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、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 　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川

崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め

るところによります。

　⑵ 　この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 　関連情報を入手するための窓口は３⑴に同じ。

　⑷ 　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本入

札に関し、手続き等が変更になる場合があります。

　⑸ 　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額

について減額又は削除があった場合は、この契約を

変更又は解除することができるものとします。ま

た、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その損失

の補償を川崎市に対して請求することができるもの

とし、補償額は協議して定めるものとします。

　　　───────────────────

川崎市公告（調達）第248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7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　　　　 川崎市新本庁舎サーバーラック

等設備賃貸借

　⑵ 　履行場所　　　　 川崎市役所本庁舎　川崎市川崎

区宮本町１番地

　⑶ 　履行期間　　　　 令和５年３月31日から令和10年

３月30日まで

　⑷ 　調達物品の概要　仕様書によります。

２　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ

て満たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則28号)第２条

の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市「令和３・４年度製造の請負・物件の供給

等有資格業者名簿」の業種「リース」、種目「その

他」に登載されており、かつ、Ａの等級に格付けさ

れていること。なお、有資格業者名簿に登録のない

者（入札参加業種（種目）に登載のない者も含む。）

は、財政局資産管理部契約課に所定の様式により資

格審査申請を令和４年８月10日（水）までに行って

ください。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

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・提出場所及び問い合わせ先

　　 　〒210－8577　

　　　川崎市川崎区宮本町１番地(第３庁舎９階)

　　 　総務企画局情報管理部情報化施策推進室　担当　

村石、田村

　　 　電話番号　044－200－2109　　

　　　ＦＡＸ　044－200－3752

　　　e-mail　17jouhou@city.kawasaki.jp

　⑵ 　配布・提出期間

　　 　令和４年７月25日（月）から令和４年８月10日(水)

までとします。

　　 　（土日祝日を除き、午前８時30分から正午まで及

び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶ 　提出方法　

　　 　持参又は郵送（いずれの場合も、令和４年８月10

日（水）午後５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情報化施策推進室に

確実に到着する必要があります。なお、郵送の場合

は郵送した日に(1)の場所に必ず電話をしてくださ

い。）

４　一般競争入札参加資格確認通知書の交付

　 　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者に

は、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付

します。

　⑴ 　場所　

　　　３(1)に同じ

　⑵ 　日時

　　 　令和４年８月18日(木) 　午後１時から午後５時

15分まで

　　 　ただし、製造の請負・物件の供給等有資格業者名

簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録して

いる場合は、同日の未明に電子メールで配信されま

す。

５　仕様に関する質問について

　⑴ 　問い合わせ先　

　　　３(1)に同じ

　⑵ 　質問受付期間

　　 　令和４年８月18日(木)から令和４年８月25日(木)
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まで（土日祝日を除き、午前８時30分から正午まで

及び午後１時から午後５時15分まで）

　⑶ 　質問方法

　　 　入札説明書に添付の「質問書」の様式により、３

(1)の問い合わせ先まで電子メール又は持参にて提

出してください。また、質問書を電子メールで提出

した場合は、質問書を送信した旨を３(1)の担当ま

で電話で御連絡ください。

　⑷ 　質問に対する回答

　　 　令和４年８月31日(水)までに、入札参加資格があ

ると認められる者に対し、電子メールにて回答書を

送付します。なお、入札参加資格があると認められ

ない者からの質問には回答しません。

６　競争入札参加資格の喪失

　 　次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参

加資格を喪失します。

　⑴ 　開札前に、２「一般競争入札参加資格」の各号の

いずれかの条件を欠いたとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等

について、虚偽の記載をしたとき。

７　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　５年のリース総額で行います。ただし、消費税等

を含まない金額により入札することとし、リース総

額は１円未満の端数を切り捨てたリース月額に60を

乗じた額とします。なお、入札は所定の入札書をも

って行い、入札書を入札件名が記載された封筒に封

印して持参してください。

　⑵ 　入札・開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和４年９月７日（水) 　午後２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

　⑶ 　郵送による場合の入札書の受領期限及び宛先

　　ア　期限　令和４年９月６日（火）必着

　　イ　宛先　３(1)に同じ

　⑷ 　入札保証金　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した

予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った者を落札者とします。

　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　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

　　ア 　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。

　　イ 　ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納

入しなければなりません。

　⑵ 　契約書の作成

　　ア　契約書を作成することを要します。

　　イ 　契約書作成に要する費用は落札者の負担としま

す。

　⑶ 　契約規則等の閲覧

　　 　川崎市契約規則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３(1)に同じで

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 　事情により入札を延期、又は取りやめる場合があ

ります。

　⑸ 　落札者の決定後、苦情申し立てが行われた場合、

委員会申し立ての検討期間中、契約締結等の手続き

を一時停止することがあります。

12　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

leased ：

　　 　The contract for the lease of server rack 

and other necessary equipment for the Kawasaki 

City Office.

　⑵ 　Time-limit for tender ：

　　　2：00 P．M．September 7，2022

　⑶ 　Time-limit for tender by mail ：
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　　　September 6，2022

　⑷ 　Contact point for the notice ：

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Digitalization Policy Promotion Office

　　　Information Management Department

　　　General Affairs and Planning Bureau

　　　1，Miyamoto－cho，Kawasaki－ku

　　　Kawasaki，Kanagawa  210－8577,Japan

　　　Tel：044－200－2109

税 公 告

川崎市税公告第89号

　次の市税に係る督促状を別紙記載の者に送達すべきと

ころ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明の

ため送達することができないので、地方税法（昭和25年

法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25

年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告します。

　なお、当該書類は、送達を受けるべき者の申出により

交付します。

　　令和４年６月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

年　度 税　目 期　別

この公告に

より滞納処

分に着手し

得る日

件数・

備考

令和

３年度

市民税・県民税

（普通徴収）
第４期分

令和４年

７月12日
計１件

令和

３年度

市民税・県民税

（普通徴収）
10月随時分

令和４年

７月12日
計１件

令和

３年度

市民税・県民税

（普通徴収）
２月随時分

令和４年

７月12日
計１件

令和

３年度

市民税・県民税

（普通徴収）
３月随時分

令和４年

７月12日
計１件

令和

４年度
市民税・県民税 ４月随時分

令和４年

７月12日
計４件

令和

３年度

固定資産税都市

計画税（土地・

家屋）

第４期分
令和４年

７月12日
計１件

令和

４年度

固定資産税都市

計画税（土地・

家屋）

第１期分
令和４年

７月12日
計２件

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第90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７月１日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）　

　　　───────────────────

川崎市税公告第91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７月６日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市税公告第92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７月８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26号

　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について

　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平

成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づ

き、川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同

規程第12条第１号の規定により告示します。

　　令和４年７月７日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　指定有効期間

　　令和４年８月１日から

　　令和９年７月31日まで

２ 　指定工事店

　　指定番号　　　1198

　　商号又は名称　有限会社ケイティ工業

　　営業所所在地　横浜市神奈川区神之木台38番４号

　　代表者氏名　　髙田　一雄
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上下水道局公告

川崎市上下水道局公告第48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７月５日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

競争入札に

付する事項

件　　 名 分析走査電子顕微鏡　一式

履行場所
川崎市多摩区三田５－１－１

水管理センター水道水質課　４階

履行期間 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 　川崎市内に本社を有すること。

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

業者であること。

⑸ 　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「計測機器・光理化学

機器」、種目「光理化学機器」に登載されており、かつ、ランク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付け

されていること。

⑹ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 令和４年８月10日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第49号

　一般競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年７月５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 黒川外電装置ほか９箇所 電気防食設備保守点検委託

履行場所 川崎市麻生区黒川313番地（黒川配水池内） ほか９箇所

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

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

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

⑶ 　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「その他の調査・測定」

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７月28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。
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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。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度 水道管路付属設備保守点検業務委託

履行場所 川崎市内及び水道施設管理箇所一円

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

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

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

⑶ 　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７月28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

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

契約（公契約）に該当します。

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

詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわさき」

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

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度宮前区取付管調査委託

履行場所 川崎市宮前区けやき平、平６丁目地内ほか

履行期間 令和４年11月30日限り

参 加 資 格

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

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

⑶ 　令和３・４年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れている者

⑷ 　「官公需について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の業種「施設維持管理」、種目「下水管きょテレ

ビカメラ調査」に登載されていること。

⑹ 　次のア又はイのいずれか一つの要件を満たすこと。

　ア 　平成29年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した既設管実態調査委託につ

いて、元請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

　イ 　管径250～750ｍｍの下水道本管内の状況を調査可能な機器を自社で所有していること。かつ、

下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士又は下水道管路管理専門技士（調査）のい

ずれかの資格を有する者を配置できること。

　　 　なお、当資格者は、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
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参 加 資 格

　　要

　⑺ 　産業洗浄技能士(高圧洗浄作業)及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有する者を

配置できること。

　　 　なお、当資格者は、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

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７月28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

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

契約（公契約）に該当します。

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

　詳しくは、川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程及び川崎市ホームページ「入札情報かわ

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

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 水処理センターストックマネジメント計画策定業務委託

履行場所 川崎市全区

履行期間 令和５年３月24日限り

参 加 資 格

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

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

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

門」で登録されている者

⑷ 　平成19年度以降に、国、地方公共団体又は地方共同法人が発注した委託業務において、業務責

任者は、下水道施設（処理場またはポンプ場）に関する点検・調査計画策定業務及び劣化診断業

務に関する技術者としての履行完了実績を有すること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、業務責任者と照査技術者は兼務できない。また、

業務責任者と照査技術者は、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

　ア 　業務責任者及び照査技術者は、技術士（上下水道部門：下水道）又は技術士（総合技術監理

部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　建築施設の担当技術者は、一級建築士若しくは二級建築士の資格又は建築物調査員資格者証

を有する者

　ウ 　管路施設の担当技術者は、技術士（上下水道部門：下水道）又は管路管理総合技士の資格を

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７月28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
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契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、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 宮前区ほか汚泥圧送管実施設計委託第３号

履行場所 川崎市宮前区、高津区地内

履行期間 令和５年６月30日限り

参 加 資 格

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

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

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

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、次のア及びイ２つの条件に係わる実施設計業務委託について、元

請けとしての履行完了実績をTECRISにより確認できること。なお、ア及びイの実績については、

同一業務委託でなくとも可とする。

　ア 　下水道管路施設における、耐震設計（レベル1,2）業務委託を含む、新設・詳細設計（開削工法）

業務委託

　イ 　下水道管路施設における、耐震設計（レベル1,2）業務委託を含む、新設・詳細設計（推進工法）

業務委託

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、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　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

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７月28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 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第50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７月５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 加瀬下水幹線その３工事

履行場所 川崎市幸区小倉２丁目、南加瀬３丁目地内

履行期間 契約の日から375日間
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参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　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。

　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」

ランク「Ａ」で登録されていること。

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

企業者であること。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　 　なお、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。

　⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年８月16日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落
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そ　の　他

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点

を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 苅宿その１下水幹線その３工事

履行場所 川崎市幸区北加瀬１丁目地内

履行期間 契約の日から390日間

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　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。

　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」

ランク「Ａ」で登録されていること。

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

企業者であること。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　 　なお、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。

　⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年８月16日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免
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契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他
⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

そ　の　他

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 新城その１下水幹線その１工事

履行場所 川崎市中原区新城４丁目、下小田中５丁目地内

履行期間 契約の日から365日間

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　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。

　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道管更生」

ランク「Ａ」で登録されていること。

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

企業者であること。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　 　なお、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。

　⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
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　イ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年８月16日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に

付する事項

件　　 名 入江崎水処理センター改築土木その18工事

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほ

履行期間 契約の日から令和６年６月28日限り

参 加 資 格

　入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている３者（以下それぞれ「代表者」、「構成員２」

及び「構成員３」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなけ

ればなりません。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を15％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　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。

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

ること。

　オ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　カ　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れていること。
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　イ 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書における「土

木一式」の総合評定値が1,200点以上であること。

　ウ　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　 　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。

　⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」で登録さ

れていること。

　イ 　令和３・４年度川崎市競争入札参加資格申請時における経審の総合評定値通知書における「土

木一式」の総合評定値が1,000点以上であること。

　ウ　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　エ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　⑷ 　特定ＪＶの構成員３に必要な条件

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

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

企業者であること。

　ウ　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　エ　主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年８月16日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の簡易型を適用

します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

⑶ 　本案件の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定工事請

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

定めます。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件５）

競争入札に

付する事項

件　　 名 鷺沼ふれあい広場休憩舎等　新築その他工事

履行場所 川崎市宮前区土橋３－１－７

履行期間 契約の日から190日間

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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「Ｃ」

で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　建築工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「建築」）を配置できること。

契約条項を

示す場所等

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７月27日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件６）

競争入札に

付する事項

件　　 名 久本３丁目350ｍｍ～ 100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：高津区久本３－３－14先

至：高津区久本３－16－20先　ほか１件

履行期間 契約の日から260日間

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　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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　　（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。　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資

格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

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

企業者であること。

　カ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　キ　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

　イ　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　 　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。　

⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

　イ　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　ウ　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年８月16日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件７）

競争入札に

付する事項

件　　 名 産業道路配水管・渡田配水管600ｍｍ及び小田７丁目400 ～ 100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：川崎区浅田４－16－13先

至：川崎区鋼管通５－12－10先

履行期間 契約の日から410日間

参 加 資 格

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

員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなければなりま

せん。

　ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を20％以上とし、代表者は、他の構成員の割合を

上回らなければいけません。

⑴ 　全ての構成員に必要な条件

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

　イ　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

　ウ　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。

　エ　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

　オ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク

「Ａ」で登録されていること。

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

企業者であること。

　キ　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　ク　本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。

⑵ 　特定ＪＶの代表者に必要な条件

　ア　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　　

　　 　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。　

　⑶ 　特定ＪＶの構成員２に必要な条件

　ア　水道施設工事業に係る建設業の許可を受けていること。

　イ　主任技術者（業種「水道施設」）を専任で配置できること。

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年８月16日　午後５時00分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。
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そ　の　他

⑴ 　川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を

適用します。

⑵ 　評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細」及び「入札契約に関する共通

事項」に定めるところによるものとします。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札

手続等」を、落札者決定基準、評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落

そ　の　他

　 札者の決定方法」を、提出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算

点を得た評価項目が達成されなかったときの対応」を御覧ください。

　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件８）

競争入札に

付する事項

件　　 名 菅馬場地区ほか下水マンホール補修第401号工事

履行場所 川崎市多摩区菅馬場３丁目地内ほか

履行期間 契約の日から令和５年２月28日限り

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

⑹ 　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30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

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

電話番号　044－200－2099
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入札日時等
令和４年８月１日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件９）

競争入札に

付する事項

件　　 名 登戸350ｍｍ－100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：多摩区登戸2596先

至：多摩区登戸3351－８先　ほか３件

履行期間 契約の日から210日間

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。

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

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

　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。

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

ムによる申込ができません。

⑷ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。

⑸ 　川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。

⑹ 　令和３・４年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ａ」

で登録されていること。

⑺ 　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40点以上であること。

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

業者であること。

⑼ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑽ 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

特定建設業の許可を要しません。

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

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

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

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

　 　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。
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契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和４年８月１日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件10）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田浄水場　超高速凝集沈でん池１号池機械設備修理工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

履行期間 契約の日から令和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「機械」種目「水処理施設」で登録され

ていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「機械器具設置」）を専任で配置できること。

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

契約条項を

示す場所等

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７月27日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件11）

競争入札に

付する事項

件　　 名 市内圧力伝送装置設置工事

履行場所 川崎市川崎区宮本町７－８（稲毛公園内）ほか３か所

履行期間 契約の日から令和５年７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業種「電気」種目「その他の電気設備」ラン

ク「Ａ」又は「Ｂ」で登録されていること。

⑸ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑹ 　電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑺ 　主任技術者（業種「電気」）を専任で配置できること。

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

ません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　 　ただし、本工事の請負金額が3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合

は専任を要しません。

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

能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。

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

ができます。

⑻ 　次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成19年４月１日以降に有すること。

　 　水道施設又は工業用水道施設における、遠方監視制御設備の製作及び据付工事の完工実績（修

理及び整備工事は除く。）。

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

契約条項を

示す場所等

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

電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和４年７月27日　午後２時30分

（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件12）

競争入札に

付する事項

件　　 名 麻生・等々力下水圧送管その27工事

履行場所 川崎市宮前区西野川１丁目、梶ヶ谷地内

履行期間 契約の日から215日間
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参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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「下水管きょ」種目「下水道開削」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。

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

企業者であること。

　⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

　⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とし

ます。

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

は特定建設業の許可を要しません。

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

　　　※ 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

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８月１日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第51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７月12日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　



（第1,847号）令和4年(2022年)7月25日 川 崎 市 公 報

－3198－

競争入札に

付する事項

件　　 名 イオンクロマトグラフ分析装置　一式

履行場所
川崎市多摩区三田５－１－１

水道水質課（３階水質試験室）

履行期間 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年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「計測機器・光理化学

機器」、種目「分析機器」に登載されていること。

⑷ 　仕様書の内容を遵守し、当該物品を確実に納入することができること。

契約条項を

示す場所等

川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

（〒210－8577　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階）

電話　044－200－2091

入札日時等 令和４年８月24日　午前10時30分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第52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７月12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　小規模受水槽水道の管理状況調査等業務委託（単価契約）

履行場所 川崎市内一円

履行期間 令和５年３月31日限り

参 加 資 格

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

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

⑶ 　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「その他の調査・測

定」で登録されている者

⑷ 　次の要件のいずれかを満たす者

　ア 　「川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条

例（平成７年川崎市条例第８号）」第16条第１項に規定する市長の指定する者

　イ 　水道法第34条の２第２項の厚生労働大臣の登録を受けた者であって、当該登録に係る検査実

施地域に、本業務委託の検査実施予定地域が含まれている者

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８月４日　14時00分（砂子平沼ビル７階入札室）

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

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

競争入札に

付する事項

件　　 名 水処理センターおよび雨水滞水池における水質調査に関する研究業務委託

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－17－１ほか

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

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

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

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

門」で登録されている者

参 加 資 格

⑷ 　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

契約条項を

示す場所等

　ア 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

入札日時等
　イ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧下さい。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度　麻生区下水枝線実施設計委託第５号

履行場所 川崎市麻生区地内

履行期間 令和５年５月31日限り

参 加 資 格

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

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

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

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、下水道管路施設における耐震実施設計（レベル1,レベル２）業務

を含む、新設・詳細設計（開削工法）に係わる実施設計業務委託について、元請けとしての履行

完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、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　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

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８月４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
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契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、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　宮前区ほか下水枝線実施設計委託第７号

履行場所 川崎市宮前区、多摩区地内

履行期間 令和５年６月30日限り

参 加 資 格

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

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

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

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、下水道管路施設における耐震実施設計（レベル１）業務を含む、

新設・詳細設計（開削工法）に係わる実施設計業務委託について、元請けとしての履行完了実績

をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、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　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

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８月４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 詳細は、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　麻生区下水枝線実施設計委託第８号

履行場所 川崎市麻生区地内

履行期間 令和５年５月31日限り

参 加 資 格

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

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

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

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、次のア及びイ２つの条件に係わる実施設計業務委託について、元

請けとしての履行完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。なお、ア及びイの実績につい

ては、同一業務委託でなくとも可とする。
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参 加 資 格

　ア 　下水道管路施設における、耐震設計（レベル1,2）業務委託を含む、新設・詳細設計（開削工法）

業務委託

　イ 　下水道管路施設における、耐震設計（レベル1,2）業務委託を含む、改築・詳細設計（布設替

え工法）業務委託

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、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　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

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８月４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 詳細は、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　多摩区ほか下水枝線実施設計委託第４号

履行場所 川崎市多摩区、高津区地内ほか

履行期間 令和５年３月15日限り

参 加 資 格

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

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

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

門」で登録されている者

⑷ 　平成29年度以降に契約した、下水道管路施設における耐震実施設計（レベル1,レベル２）業務

を含む、新設・詳細設計（開削工法）に係わる実施設計委託業務について、元請けとしての履行

完了実績をＴＥＣＲＩＳにより確認できること。

⑸ 　次の要件を満たす者を配置できること。なお、イとウは兼務できない。また、ア～ウは、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　技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格を有する者

　イ 　業務責任者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）の資格、技術士（上下水道

部門：下水道）の資格又は下水道法に規定された資格のいずれかを有する者

　ウ 　照査技術者は、技術士（総合技術監理部門：上下水道－下水道）、技術士（上下水道部門：下

水道）又はＲＣＣＭ（下水道部門）のいずれかの資格を有する者

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８月４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
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契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

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

川崎市上下水道局公告第53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７月12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 麻生・等々力下水圧送管その28工事

履行場所 川崎市麻生区王禅寺東２丁目、王禅寺地内

履行期間 契約の日から275日間

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ａ」で登録されていること。

⑹ 　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30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

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８月19日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））
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入札保証金 　免

契約書作成 　要

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件２）

競争入札に

付する事項

件　　 名 令和４年度北部下水管内管きょ緊急補修第１号工事

履行場所 川崎市麻生区、多摩区地内ほか

履行期間 契約の日から令和５年３月31日限り

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

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「下水管きょ」種目「下水道開削」ラン

ク「Ｂ」で登録されていること。

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

業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

は特定建設業の許可を要しません。

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

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

りません（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

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

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

　 　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

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８月19日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に

付する事項

件　　 名 生田浄水場一次濃縮槽耐震補強工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

履行期間 契約の日から260日間

参 加 資 格

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

⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。

⑶ 　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「水道施設」種目「浄水施設」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30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 　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。

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

円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。

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

特定建設業の許可を要しません。

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

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

ません（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

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８月19日　午後１時30分

（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　免

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

得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ　の　他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

上下水道局公告（調達）

川崎市上下水道局公告（調達）第24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７月25日

 川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　購入物品及び数量

　　 　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ（単

価契約）

　　　約1,121ｔ

　⑵ 　購入物品の特質等

　　　仕様書によります。

　⑶ 　納入場所

　　　川崎市多摩区三田５－１－１

　　　長沢浄水場浄水課

　⑷ 　納入期間

　　　令和４年10月１日～令和５年３月31日

　⑸ 　本案件は、紙入札方式で行います。

２ 　競争入札参加資格に関する事項

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たさなければなりません。

　⑴ 　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく

資格停止期間中でないこと。

　⑵ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑶ 　入札期日において、令和３・４年度川崎市製造の

請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「薬品」、

種目「化学工業薬品」に登載されており、かつ、ラ

ンク「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされていること。

　　 　なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種・種目に登載のない者を含む。）は、財政局資

産管理部契約課で所定の様式により、資格審査申請

を令和４年８月８日までに行ってください。

　⑷ 　競争入札参加資格を得るために必要な条件の証明

にあたっては、納品しようとする物品が仕様書に定

められた条件を満たしていることを証する書類を提

出してください。詳細については、仕様書「８提出

書類⑴入札前審査」を御確認ください。

３ 　入札説明書等の閲覧及び交付

　 　入札説明書等は、インターネットからダウンロード

することができます。（「入札情報かわさき」の「入札

情報」物品の欄の「上下水道局入札公表」の中にあり

ます。）

　 　また、次により入札説明書等を閲覧することができ

ます。

　　なお、希望者には次により無償で交付します。

　⑴ 　場所　 川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係

　　　　　　〒210－8577　

　　　　　　 川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命

ビル13階

　　　　　　電話　044－200－2091

　⑵ 　期間　 令和４年７月25日（公告日）～令和４年８

月８日

　　　　　　（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１時～午後５時

４ 　競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ

先

　 　この入札に参加を希望する者は、次により競争入札

参加の申込みをしなければなりません。

　⑴ 　配布

　　 　競争入札参加申込書等は、インターネットからダ

ウンロードすることができます（「入札情報かわさ

き」の「入札情報」物品の欄の「上下水道局入札公

表」の中にあります。）。ダウンロードができない場

合には、３⑵の期間に、３⑴の場所で配布します。

　⑵ 　提出期間及び場所　

　　 　競争入札参加申込書及び５の書類は、３⑴の場所

に、３⑵の期間中に提出してください。

　　 　なお、競争入札参加申込書等の郵送による提出は

認めません。　

　⑶ 　問い合わせ先　　

　　 　川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係　担当

　菅原

　　　電話　044－200－2091

５ 　競争入札参加希望者に求められる義務

　 　この入札に参加を希望する者は、競争入札参加申込

書を提出し、かつ、仕様書に定められた条件を満たす

購入物品を確実に納入できることを証明する書類（仕

様書によります。）を、競争入札参加の申込時に提出

しなければなりません。

　 　また、提出された書類に関し、説明を求められたと

きはこれに応じなければなりません。提出された書類

を審査した結果、この購入物品を確実に納入すること

ができると認められた者に限り、入札に参加すること
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ができます。（ただし、仕様書に定められた条件を満

たす購入物品を確実に納入できることを証明する書類

等の提出後に納入予定の物品に変更が生じる場合は、

３⑴の場所に事前連絡の上、令和４年９月１日までに

６の担当課の承認を得ることとします。その結果、担

当課の承認を得られなかった者の入札は無効としま

す。）

６ 　仕様書作成担当者

　　川崎市上下水道局長沢浄水場浄水課　担当　杉木

　　電話　044－911－2022

７ 　仕様書に関する質問、回答

　⑴ 　質問

　　 　次により、仕様書の内容に関して質問することが

できます。

　　　なお、仕様書以外の質問は受け付けません。

　　 　質問することができる方は、入札参加申込を済ま

せた方に限ります。

　　 　また、入札参加者以外からの質問には回答しませ

んので御注意ください。

　　ア 　質問書の取得方法

　　　 　質問書の配布は、上記３⑴の場所で行います。

　　　 　また、質問書は、川崎市ホームページ（「入札

情報かわさき」の「共通　ダウンロードコーナー」

の上下水道局「入札参加手続関係」）に掲載して

いる「質問書（一般競争入札用）」からもダウン

ロードできます。

　　イ 　提出場所、期間及び方法

　　　 　次の期間に上記３⑴の場所に質問書を持参する

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４⑶の担当まで御連絡ください。

　　　 　配布・提出期間　 令和４年７月25日（公告日）

～令和４年８月８日

　　　　　　　　　　　　 （土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）

　　　　　　　　　　　　 午前８時30分～正午、午後１

時～午後５時

　　　　電子メールアドレス　 2 3 k e i y a k @ c i t y .

kawasaki.jp

　　　 　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 　質問に対する回答

　　 　回答については、入札参加者から質問が提出され

た場合にのみ、全ての質問及び回答を一覧表にした

質問回答書（ＰＤＦファイル）を入札参加資格があ

ると認められた入札参加者に対して、８の確認通知

書の交付日に確認通知書と一緒に添付して交付しま

す。

　　 　なお、回答後に再質問は受け付けません。

８ 　確認通知書の交付

　 　競争入札参加申込書を提出した者には、令和３・４

年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の

委任先メールアドレスに、令和４年８月23日までに確

認通知書を送付します。

　 　また、当該委任先のメールアドレスを登録していな

い者には、令和４年８月23日の午前９時から正午まで

の間に３⑴の場所において確認通知書を交付します。

９ 　競争入札参加資格の喪失

　 　競争入札参加資格があると認められた者が、開札前

に次のいずれかに該当するときは、この入札に参加す

ることができません。

　⑴ 　この公告に定める資格要件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　競争入札参加申込書その他の提出書類に虚偽の記

載をしたとき。

10　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　入札金額は、購入物品の価格のほか、輸送費、保

険料等納入に関する一切の諸費用を含め、薬品１ｔ

当たりの単価を記載してください。

　　 　また、入札金額は、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 　持参による入札の場合

　　　（ア） 　入札書の提出日時　 令和４年９月６日　

午前10時30分

　　　（イ） 　入札書の提出場所　 砂子平沼ビル７階入

札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）

　　イ 　郵送（書留郵便に限る。）による入札の場合

　　　（ア）　入札書の提出期限　 令和４年９月２日必

着

　　　（イ）　入札書の提出先　　３⑴に同じ。

　⑵ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日時　令和４年９月６日　午前10時30分

　　イ 　場所　 砂子平沼ビル７階入札室（川崎市川崎区

砂子１－７－４）

　⑶ 　入札保証金

　　　免除とします。
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　⑷ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市上下水道局契約規程第14条の規定に基づい

て作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とします。た

だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ

ります。

　⑸ 　入札の無効

　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行

った入札及び川崎市上下水道局において定める川崎

市上下水道局競争入札参加者心得で無効と定める入

札は、これを無効とします。

11　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10パーセントとします。ただし、川崎

市上下水道局契約規程第33条各号のいずれかに該当

する場合は、免除とします。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要とします。

　⑶ 　契約条項等の閲覧

　　 　川崎市契約条例、川崎市上下水道局契約規程、川

崎市上下水道局競争入札参加者心得等は、３⑴の場

所において閲覧できます。

12　その他

　⑴ 　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本

語及び日本国通貨に限ります。

　⑵ 　詳細は、入札説明書によります。

　⑶ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市上下水道局契約規程、川崎市上下水道局競争

入札参加者心得等の定めるところによります。

13　Summary

　⑴ 　Nature and quantity of the products to be 

purchased:

　　 　Ultra-high basicity polyaluminum chloride 

for water supply，

　　　approximately 1,121t

　⑵ 　Time-limit for tender：

　　ａ　Direct delivery

　　　　10:30 A.M. ６ September 2022

　　ｂ　By mail

　　　　２ September 2022　　

　⑶ 　Contract point for the notice：

　　　KAWASAKI CITY OFFICE

　　　Contract Section

　　 　Property Administration Department

　　　Finance Bureau

　　　 1　Miyamoto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-city, 

Kanagawa

　　　210-8577,Japan

　　　TEL：044－200-2091

　⑷ 　Language： 

　　 　Japanese is the only language used in all 

the contract procedures

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第52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７月１日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　バス停留所標識案内シール作成等業務委託

　⑵ 　履行場所

　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年12月28日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　川崎市バス料金改定に伴い、バス停留所に掲示し

ている料金案内の交換作業を行うものです。なお、

料金改定については、国への認可申請を行っており

ますが、認可日によっては契約後に業務内容を変更

する可能性があります。

２ 　一般競争入札参加資格

　 　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満

たしていなければなりません。

　⑴ 　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵ 　令和３・４年度川崎市【業務委託】有資格業者名

簿に、業種「その他業務」、種目「その他」で登録

されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履

行することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司
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　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年７月１日から令和４年７月８日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　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７月13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　村上

　　電話　044－200－3224

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法等

　　 　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。

一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す

ることを確認して提出してください。

　　ア 　郵送

　　　（ア）　提出期限　令和４年７月20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７月

20日までの、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から

午後５時15分まで（土曜日、

日曜日及び国民の祝日を除

く。）

　　　（イ）　提出先　 川崎市川崎区砂子１丁目８番地

９　川崎御幸ビル９階

　　　　　　　　　　　 川崎市交通局企画管理部経理課

長

　⑶ 　開札の日時及び場所

　　ア 　日　時　令和４年７月22日　午前９時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契

約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

　　　───────────────────

川崎市交通局公告第53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７月12日

 川崎市交通事業管理者　　　　　　

 交通局長　中　上　一　夫　　

１ 　一般競争入札に付する事項

　⑴ 　件名

　　　ＧＳＵマグネチックバルブ購入

　⑵ 　履行場所
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　　　局指定場所

　⑶ 　履行期間

　　　契約締結日から令和４年12月31日まで

　⑷ 　業務概要

　　 　バス車両に装着する自動車部品であるＧＳＵマグ

ネチックバルブを購入するもの（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【製造の請負・物件の供給

等】有資格業者名簿に業種「自動車」、種目「自動

車用品」で登録されていること。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。

３ 　一般競争入札参加に必要な手続

　 　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類

を提出しなければなりません。

　⑴ 　提出書類

　　　一般競争入札参加資格確認申請書

　⑵ 　提出場所及び問い合わせ先

　　 　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル

９階

　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司

　　　電話　044－200－3228

　⑶ 　提出期間

　　 　令和４年７月12日から令和４年７月19日までの午

前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。）

　⑷ 　提出方法

　　　持参

４ 　入札説明書の入手方法

　 　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７月26日までに一般競争入札

参加資格確認通知書により通知します。

６ 　仕様に関する問い合わせ先

　　自動車部運輸課　車両係　須藤

　　電話　044－200－3241

７ 　一般競争入札参加資格の喪失

　 　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次

のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。

　⑴ 　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと

き。

　⑵ 　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。

８ 　入札の手続等

　⑴ 　入札方法

　　 　総価で行います。この金額には、その他一切の諸

経費を含めて算定してください。入札者は、算定し

た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を

除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵ 　入札書の提出方法

　　 　郵送（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８月２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８月

２日までの、午前８時30分か

ら正午まで及び午後１時から

午後５時15分まで（土曜日及

び日曜日を除く。）

　　　（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８月４日　午前９時00分

　　イ 　場　所　 川崎市交通局会議室　川崎御幸ビル８

階

　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９

　⑷ 　入札保証金

　　　免除

　⑸ 　落札者の決定方法

　　 　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とします。ただ

し、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあり

ます。

　⑹ 　入札の無効

　　 　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
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入札は、これを無効とします。

９ 　契約の手続等

　　次により、契約を締結します。

　⑴ 　契約保証金

　　 　契約金額の10％とします。なお川崎市交通局契約

規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵ 　契約書作成の要否

　　 　必要

10　その他

　⑴ 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例

（昭和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約

規程、川崎市交通局競争入札参加者心得等の定める

ところによります。

　⑵ 　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市

交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい

て閲覧できます。

　⑶ 　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで

す。

病 院 局 公 告

川崎市病院局公告第28号

　　　入　札　公　告

　川崎市立井田病院における喫茶店運営事業者の一般競

争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年７月４日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立井田病院における喫茶店運営

事業者の選定

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区井田２－27－１　川崎市

立井田病院

　⑶ 　履行方法　 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

く行政財産の賃貸借契約

　⑷ 　貸付期間　 令和４年10月１日から令和９年９月30

日までとする。

２ 　入札参加資格

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（平成17年川崎市病院局規

程第39号）第２条の規定に基づく資格停止期間中で

ないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　国税又は市税の未納がないこと。

　⑸ 　「川崎市立井田病院における喫茶店運営事業者　

一般競争入札貸付案内書」（以下、「案内書」という。）

に定める条件及び法令を遵守し、患者及び来院者へ

のサービス向上並びに職員の利用を目的とした喫茶

店の運営を行う能力等を有すること。

　⑹ 　事故の場合、喫茶店運営事業者の責任において即

刻対応ができ、かつ相応の補償能力を有しているこ

と。

　⑺ 　直近２年間に、許可病床数が200床以上の病院に

おいて、喫茶店の運営実績があること。ただし、当

該運営実績において、喫茶店運営事業者の都合によ

り、履行義務の全部又は一部を果たさなかったこと

が判明した場合は、運営実績とはみなさない。

　⑻ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められるものでない

こと。

　⑼ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がないこと。

　⑽ 　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結していないこと。

３ 　契約条項を示す場所

　　川崎市立井田病院事務局庶務課

　　〒211－0035

　　川崎市中原区井田２－27－１ 　

　　電　話　044－766－2188（代表）

４ 　入札及び開札の日時、場所

　⑴ 　入札受付　　　　　　 令和４年８月17日（水）午

前10時45分から午前11時ま

で

　⑵ 　入札及び開札の日時　 令和４年８月17日（水）午

前11時

　⑶ 　入札及び開札の場所　 川崎市立井田病院２階　第

５会議室

５ 　入札保証金

　　本入札に係る入札保証金の納付は免除します。

６ 　契約書作成の要否

　 　契約締結に当たっては、契約書を作成するものとし

ます。

７ 　その他

　⑴ 　詳細は案内書によります。案内書（様式類を含

む）、仕様書等は川崎市立井田病院ホームページか

らダウンロードできます。

　⑵ 　この公告に関する問い合わせ先は、以下のとおり

です。



川 崎 市 公 報 （第1,847号）令和4年(2022年)7月25日

－3211－

　　 　川崎市中原区井田２－27－１　川崎市立井田病院

事務局庶務課庶務係　

　　　電　話　044－766－2188（代表）

　　　ＦＡＸ　044－788－0231

　　　電子メールアドレス　 83idasyo@city.kawasaki.jp

　　　───────────────────

川崎市病院局公告第29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７月６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、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。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　 名 多摩病院情報処理機械室ほか冷暖房その他設備改修工事

履行場所 川崎市多摩区宿河原１丁目30番37号

契約期間 契約の日から令和５年３月15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「空調・衛生」種目「冷暖

房設備」ランク「Ｂ」で登録されていること。

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

による中小企業者であること。

⑺ 　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。

⑻ 　管工事業に係る建設業の許可を受けていること。

⑼ 　主任技術者（業種「管」）を配置できること。

申 込 締 切 日 令和４年７月12日（火）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７月29日（金）必着

開 札 日 令和４年８月２日（火）午前10時00分

（案件２）

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

契約期間 契約の日から令和５年３月31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。
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競 争 参 加 資 格
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７月12日（火）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８月16日（火）必着

開 札 日 令和４年８月18日（木）午前10時00分

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

川崎市病院局公告第30号

　　　入　札　公　告

　川崎市立井田病院における院内売店運営事業者の一般

競争入札について次のとおり公告します。

　　令和４年７月11日

 川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄　　

１ 　競争入札に付する事項

　⑴ 　件　　名　 川崎市立井田病院における院内売店運

営事業者の選定

　⑵ 　履行場所　 川崎市中原区井田２－27－１　川崎市

立井田病院

　⑶ 　履行方法　 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

く行政財産の一時貸付契約

　⑷ 　貸付期間　

　　 　令和４年11月１日から令和９年10月31日までとす

る。

２ 　入札参加資格

　⑴ 　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４第１項各号の規定に該当しないこと。

　⑵ 　川崎市病院局契約規程（平成17年川崎市病院局規

程第39号）第２条の規定に基づく資格停止期間中で

ないこと。

　⑶ 　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止期間中でないこと。

　⑷ 　国税又は市税の未納がないこと。

　⑸ 　「川崎市立井田病院における院内売店運営事業者

　一般競争入札貸付案内書」（以下「案内書」とい

う。）に定める条件及び法令を遵守し、売店を運営

できる資力、能力等を有すること。

　⑹ 　直近２年間に、許可病床数が200床以上の病院に

おいて売店を運営した実績を有していること。

　⑺ 　川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５

号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に

規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団

経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団

員等と密接な関係を有すると認められるものでない

こと。

　⑻ 　神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例

第75号）第23条第１項又は第２項の規定に違反して

いる事実がないこと。

　⑼ 　委託契約その他の契約を締結するに当たり、相手

方が前２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結していないこと。

３ 　契約条項を示す場所

　　川崎市立井田病院事務局庶務課

　　〒211－0035

　　川崎市中原区井田２－27－１ 　

　　電　話　044－766－2188（代表）

４ 　入札及び開札の日時、場所

　⑴ 　入札受付　　　　　　 令和４年８月18日（木）午

前10時30分から午前11時ま

で

　⑵ 　入札及び開札の日時　 令和４年８月18日（木）午

前11時

　⑶ 　入札及び開札の場所　 川崎市立井田病院２階　第

１・２会議室

５ 　入札保証金

　　本入札に係る入札保証金の納付は免除します。

６ 　契約書作成の要否

　 　契約締結に当たっては、契約書を作成するものとし

ます。

７ 　その他

　⑴ 　詳細は案内書によります。案内書（様式類を含

む）、仕様書等は川崎市立井田病院ホームページか

らダウンロードできます。

　⑵ 　この公告に関する問い合わせ先は、以下のとおり

です。

　　 　川崎市中原区井田２－27－１　川崎市立井田病院

事務局庶務課庶務係　

　　　電　話　044－766－2188（代表）

　　　ＦＡＸ　044－788－0231

　　　電子メールアドレス　 83idasyo@city.kawasaki.

jp
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川崎市病院局公告第31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７月11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。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市病院契約規程、川崎市病院局競争入札参加者

心得等の定めるところによります。
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（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する移動型X線装置の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和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７月11日から令和４年７月19日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年７月27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 川崎病院で使用する総合医療情報システム用高精細モニタの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和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７月11日から令和４年７月19日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年７月27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 川崎病院で使用する開創器の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和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７月11日から令和４年７月19日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年７月27日　午前10時00分

場 所 川崎市川崎区砂子１丁目８番地９　川崎御幸ビル７階　病院局会議室
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予 定 価 格 公表しません。

最 低 制 限 価 格 設定しません。

（案件４）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する人工呼吸器の調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和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７月11日から令和４年７月19日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年７月27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５）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院で使用する成人用療養ベッドの調達

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１ （川崎市立川崎病院）

履行期間 契約締結日から令和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 令令和４年７月11日から令和４年７月19日まで受け付けます。

現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年７月27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。

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

川崎市病院局公告第32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７月11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。
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　　 　（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、

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。

　⑻ 　その他

　　 　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、

川崎市病院契約規程、川崎市病院局競争入札参加者

心得等の定めるところによります。

（案件１）

競 争 入 札 に

付 す る 事 項

件　　名 川崎病院移動型X線装置保守業務委託

履行場所 川崎市川崎区新川通12－１（川崎市立川崎病院）

履行期間 納入日から72箇月間

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７月11日から令和４年７月19日まで受け付けます。
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現 場 説 明 会 行いません。

入 札 及 び 開 札
日 時 令和４年７月27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。

消 防 局 公 告

川崎市消防局公告第５号

　　　サイレンの吹鳴について

　消防法(昭和23年法律第186号)第26条第３項の規定に

より消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を、次のとおり公告

します。

　　令和４年７月５日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

訓

練

日　時 令和４年７月29日（金）13時45分～ 14時00分

場　所 川崎区水江町６番２号

消防隊数 消防隊３隊

　　　───────────────────

川崎市消防局公告第６号

　　　サイレンの吹鳴について

　令和４年７月５日付け川崎市消防局公告第５号で公告

した、消防訓練に伴うサイレンの吹鳴を次のとおり中止

します。

　　令和４年７月８日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

１ 　日時

　　令和４年７月29日　13時45分～ 14時00分

２ 　場所

　　川崎区水江町６番２号

３ 　中止理由

　　熱中症危険のため

　　　───────────────────

川崎市消防局公告第７号

　消防法（昭和23年法律第186号）第17条の４第１項の

規定により措置命令を行ったので、消防法第17条の４第

３項において準用する消防法第５条第３項の規定により

次のとおり公告します。

　　令和４年７月12日

 川崎市消防長　原　田　俊　一　　

１ 　防火対象物の名称及び所在地

　　シャルムフカセ

　　川崎市幸区南加瀬３丁目４番５号

２ 　命令を受けた者

　　一般社団法人すまいる

　　代表理事　畑　智晃

３ 　命令の内容

　 　令和４年10月10日までに、シルバーハウスすまいる

部分にスプリンクラー設備を設置すること。

４ 　命令を行った日

　　令和４年７月12日

教育委員会告示

川崎市教育委員会告示第14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７月12日

 川崎市教育委員会　　　　　　　

 教育長　小　田　嶋　満　　

１ 　日　時　令和４年７月19日（火）14時00分から

２ 　場　所　総合教育センター　第１研修室

３ 　議　事

　　議案第10号　　 令和６年度以降の川崎市立川崎高等

学校附属中学校の入学者の決定に係

る検査の改善方針について

４ 　その他報告等

川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第107号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年７月12日

 川崎市川崎区長　増　田　宏　之　　

　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。
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（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第35号

　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住

民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第

１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職

権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者

に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の

為、通知の送達ができないので公示します。

　　令和４年７月12日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

　　　───────────────────

川崎市幸区公告第36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７月12日

 川崎市幸区長　赤　坂　慎　一　　

　この処分について不服がある場合は、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎

市長に対して審査請求をすることができます。この処分

の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ

た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に

ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算

して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告

の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）

辞 令

令和７年７月１日付人事異動

（市長事務部局）

任　　命 氏　　名 前　　職

（課長級）

宮前生活環境事業所担当課長 武村高志 環境局総務部庶務課課長補佐

（病院局）

任　　命 氏名 前　　職

六月三十日付退職（課長級）

退職 美馬雄一郎 市立川崎病院整形外科医長
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