
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表します。 

 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名 

川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム等の構築に関わる端末機器等の賃

貸借及び保守 

(2) 履行場所 

川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階ほか 

(3) 履行期間 

令和9年9月30日限り 

(4) 調達概要 

詳細は「川崎市高齢者外出支援乗車事業利用管理システム等の構築に関わる端末機

器等の賃貸借及び保守調達仕様書」によります。 

 

２ 競争入札参加資格 

本件入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満たさなければなりません。 

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

(2) 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「リース」種目「事

務用機器」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・種目に搭載のない者も含む。）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2月22日（火）までに行うこと。 

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

(4) 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。 

(5) この調達物品の納入後、アフターサービスを本市の求めに応じて速やかに提供できる

こと。 

 

３ 競争参加申込書の配布、提出及び問合せ先 

この入札に参加を希望する者は、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。 

(1) 配布・提出場所及び問合せ先 

〒212-0013 

川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階 

健康福祉局長寿社会部高齢者在宅サービス課 金澤 

電 話：044－200－2651（直通） 

ＦＡＸ：044－200－3926 

E-mail：40zaitak@city.kawasaki.jp 

(2) 配付・提出期間 



令和4年2月10日(木)から令和4年2月22日(火)までの午前9時00分から正午まで及び午

後1時から午後5時00分までとします（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。）。 

 (3) 提出方法 

   持参とします。 

 

４ 一般競争入札参加資格確認通知書の交付及び入札説明会 

  上記３により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、次により一般競

争入札参加資格確認通知書を交付します。ただし、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登

録した際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子メールで配信されます。 

 (1) 日時 

   令和4年3月2日（水）午前9時00分から正午まで及び午後1時から午後5時00分まで 

 (2) 場所 

   ３(1)に同じ 

 (3) 入札説明書の交付 

入札説明書は３(1)の場所において３(2)の期間で縦覧に供します。また、川崎市の公

式ウェブサイトの「入札情報かわさき」からダウンロードできます（ URL 

http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html）。なお、インターネットから入手

できない者には、申し出により無償で入札説明書を交付します。川崎市業務委託有資格

業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録している場合は、一般競争入札参

加資格確認通知書と一括して自動的に電子メールで配信します。 

(4) 入札説明書等の目的外利用の禁止 

入札説明書等は、この入札以外の目的に使用してはなりません。 

 (5) 入札説明会 

   実施しません。 

 

５ 仕様等に関する問合せ 

 (1) 問合せ先 

   ３(1)に同じ 

 (2) 質問受付期間 

   令和4年2月10日（木）から令和4年3月4日（金）の午前8時30分から午後5時00分まで 

 (3) 質問書の様式 

   入札説明書に添付の「質問書」により提出してください。 

 (4) 質問受付方法 

   電子メールによります。 

   送付先 40zaitak@city.kawasaki.jp 

 (5) 回答日 

   令和4年3月11日（金） 



 (6) 回答方法 

   上記(5)の日に、一般競争入札参加確認申請書を提出した者に文書（電子メール）に

て送付します。 

 (7) その他 

   (4)及び(6)について、電子メールによりがたい場合はFAXによります。 

   FAX 044-200-3926 

 

６ 商品説明書（カタログ等）の提出について 

  上記４により、入札参加資格があると認められた者は、導入予定機種、導入予定ソフ

ト等のカタログを３(1)の場所に令和4年3月16日（水）午後5時までに提出してください。

また、入札日の前日までの間において、提出したカタログ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。 

 

７ 入札参加希望者に求められる義務 

  この入札に参加を希望する者は、提出された書類等に関し説明を求められたとき又は

資料の追加を求められたときはこれに応じなければなりません。 

 

８ 入札参加資格の喪失 

次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失します。 

(1) 開札前に２の各号のいずれかの条件を欠いたとき。 

(2) 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 

(1) 入札方法 

ア 入札は、上記１(1)の契約金額の総額で行います。 

  イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当

する額を加算した金額でもって契約金額とするので、入札者は税抜きの金額を入札

書に記載してください。 

ウ 入札は所定の入札書をもって行います。入札書は入札件名が記載された封筒に封

印して提出してください。 

エ 本市の競争入札参加資格者名簿に登録されている者以外が入札する場合は、委任

状を提出してください。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。 

(2) 入札・開札の日時及び場所 

ア 入札日時  

令和4年3月23日（水） 午後2時00分 

イ 入札場所 



〒212-0013 

川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階10Ｅ会議室 

(3) 入札書の提出方法 

持参とします。 

(4) 入札保証金 

免除とします。 

(5) 落札者の決定方法 

川崎市契約規則第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

等を行うことがあります。 

(6) 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、これを無効とします。 

 

10 契約手続き等 

(1) 契約保証金 

 契約保証金は、契約金額の10％とします。ただし、規則第33条各号のいずれかに該当

する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。 

(2) 契約書の作成 

ア 契約書は、2通作成し、本市と落札者が各1通を保管します。 

  イ 契約書の作成に要する費用は、全て落札者の負担とします。 

  ウ 契約事務の受託者が契約の相手方とともに契約書に記名しかつ押印しなければ、

本契約は確定しないものとします。 

(3) 入札及び契約に関する条例等の閲覧 

   川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、本市公式ウェブサイトの「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。 

 

11 その他 

(1) 本入札公告及び入札説明書に定めもののほか、本件入札に関する事項は、川崎市契約

条例、規則及び川崎市競争入札心得等の定めるところによります。 

(2) 本件入札及び契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限りま

す。 

(3) 本件入札に参加を希望する者で、競争入札参加申込書等の提出時において本市の競 

争入札参加資格を有していない者は、本市公式ウェブサイト内「業者登録システム」

（https://keiyaku.city.kawasaki.jp/epv/jsp/V0.jsp）より競争入札参加資格審査申

請を行い、その他所定の必要書類を令和4年2月22日（火）までに次の場所に提出し、当



該資格の認定を受けなければならない。 

この場合には、本件入札に関する公告の写しを添える等の方法により、本件入札に参

加を希望している旨を明示してください。 

〒210-0004  川崎市川崎区宮本町6番地 明治安田生命川崎ビル13階 

川崎市財政局資産管理部契約課委託契約係 

電話044-200-2097 

(4) 詳細は、入札説明書によります。 

(5) その他問い合わせ窓口は３(1)に同じです。 

(6) 当該落札決定の効果は、令和4年第2回川崎市議会定例会における、本業務に係る予算

の議決を要します。 

 

12 Summary 

(1) Nature of the required services 

The contract for the lease and maintenance of handy terminal for the Health 

Insurance Information System 

(2) Date and time of tender: 

ａ Direct Delivery 

Wednesday, March 23th, 2022 by 2:00 p.m. 

ｂ  The language and currency to be used for this tender and contract are 

limited to the Japanese language and the Japanese Currency, respectively. 

(3) For Further Inquiry, Please Contact: 

Kawasaki City Health and Welfare Bureau, Aging Society Policy Department,  

Elderly At-Home Service Section 

Solid Square West Tower 10F, 580, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki City,  

Kanagawa 212-0013 Japan 

TEL: 044-200-2651 

E-mail: 40zaitak@city.kawasaki.jp 

mailto:40zaitak@city.kawasaki.jp

