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第１８７号 市が実施する一般競争入札 

【子ども未来局総合療育センターひまわり学園医務課】 

第１８８号 建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定 

【建設局南部建設事務所建築指導課】 

第１８９号 さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告示 

【保健福祉局福祉部障害支援課】 

第１９０号 公募型プロポーザルにおける提案書の提出の招請 

【経済局商工観光部観光国際課】 

第１９１号 放置自転車等の撤去及び保管 

【都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所】 



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第５７号 

さいたま市子ども急患電話相談業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市子ども急患電話相談業務

 履行場所

さいたま市が指定する場所

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「保健・医療・診察」又は「その

他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２６年度以降に、国又は地方公共団体と専門性を有する医療等の電話相談業務の契約実績

があることを証明した者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部地域医療課 

担当 加藤 電話 ０４８（８２９）１２９２

 交付期間

告示の日から令和２年２月４日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１８日（火）午前９時から午後５時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月３日（火）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

-2-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月３日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部健康増進課

電話 ０４８（８２９）１２９３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部地域医療課

電話 ０４８（８２９）１２９２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健部地域医療課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第５８号 

さいたま市市長部局ＡＥＤ等賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市市長部局ＡＥＤ等賃貸借

 借入場所

入札説明書による。

 数量・特質等

  ア 数量 ４４台

  イ 特質等 仕様書による。

 借入期間

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に、種目「レンタル・リース」内の営業種目「医療機器レンタル

等」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

５号）で定められた高度管理医療機器等の販売業・貸与業許可を有する者であること。 

 本入札の告示日において、過去５年以内に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同

規模の契約実績があることを証明した者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部地域医療課 

担当 加藤 電話 ０４８（８２９）１２９２
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 交付期間

告示の日から令和２年２月４日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１８日（火）午前９時から午後５時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１台当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月３日（火）午前９時４５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数及び台数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月３日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部健康増進課

電話 ０４８（８２９）１２９３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部地域医療課

電話 ０４８（８２９）１２９２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６７

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（月額）に月数及び台数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健部地域医療課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第５９号 

軽乗用ハイブリッド自動車賃貸借（令和２年度導入）について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

軽乗用ハイブリッド自動車賃貸借（令和２年度導入）

 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

 数量・特質等

ア 数量 １０台

イ 特質等 仕様書による。

 借入期間

令和２年７月１日から令和７年８月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。

）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「自動車リース」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２８年４月１日から令和元年１２月３１日の間、５年以上の自動車メンテナンスリース長

期継続契約の実績を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 梅津 電話 ０４８（８２９）１１７４

 交付期間

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参又は郵送

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年２月１２日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理

課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの１台の額を記入すること。なお、落札

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午前１０時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第５会議室

 入札保証金

見積もった金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７４ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項 

  この契約を締結した会計年度の翌年度以降において、さいたま市の歳出予算における当該契約金

額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合がある。 

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和２年４月１日に確定させる。 

９ その他
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第６０号 

小型貨物ハイブリッド自動車賃貸借（令和２年度導入）について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

小型貨物ハイブリッド自動車賃貸借（令和２年度導入）

 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

 数量・特質等

ア 数量 ３台

イ 特質等 仕様書による。

 借入期間

令和２年８月３日から令和７年８月２日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。

）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「自動車リース」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２８年４月１日から令和元年１２月３１日の間、５年以上の自動車メンテナンスリース長

期継続契約の実績を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 梅津 電話 ０４８（８２９）１１７４

 交付期間

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参又は郵送

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年２月１２日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理

課 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの１台の額を記入すること。なお、落札

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する

こと。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午前１０時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第５会議室

 入札保証金

見積もった金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７４ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（月額）に台数及び月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項 

  この契約を締結した会計年度の翌年度以降において、さいたま市の歳出予算における当該契約金

額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合がある。 

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和２年４月１日に確定させる。 

９ その他
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第６１号 

さいたま市文書保管管理等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市文書保管管理等業務

 履行場所

自社内倉庫外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「文書管理」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課 

担当 文書係 電話 ０４８（８２９）１０８５ 

 交付期間

告示の日から令和２年２月４日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日にお

いて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月７日（金）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１４日（金）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課

電話 ０４８（８２９）１０８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８３

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 この業務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る。

 契約条項等は、さいたま市総務局総務部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第６２号 

さいたま市本庁舎駐車場警備業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市本庁舎駐車場警備業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎駐車場

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。

）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「駐車場管理」で登載され、本市内に

本店を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

 警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第２条第１項第２号及び第４項の規定に基づく埼玉県

公安委員会の認定を受け、かつ、同法第２２条の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証（

警備業務の区分・２号）の交付を受けている者を１名以上配置している者であること。 

 本庁舎と同規模の駐車場を有する公共施設の駐車場警備業務の実績を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 原田 電話 ０４８（８２９）１１７３

 交付期間

告示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月１７日（月）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し

出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）午前９時３０分
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イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法

 さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

 なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立
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てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第６３号 

さいたま市本庁舎保守管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市本庁舎保守管理業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。

）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「建物総合管理」で登載され、本市内

に本店を有している者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

 過去２年間において、さいたま市本庁舎（１１階建、延床２７，９６７．９４㎡）と同種同規

模の契約を締結し履行した実績を有する者であること。 

 設備管理に必要な次に掲げる全ての資格を有する者等を配置できる者であること。 

ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第７条第１項に

規定する建築物環境衛生管理技術者 

   イ 電気事業法（昭和３９年法律１７０号）第４４条第１項に規定する第三種電気主任技術者 

   ウ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条に規定する危険物取扱者乙種第４類 
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   エ 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第３条第１項に規定する第一種電気工事士 

   オ 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１９条に規定する水道技術管理者 

  カ 設備管理業務に１０年以上の実務経験がある者 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 原田 電話 ０４８（８２９）１１７３ 

 交付期間

告示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１７日（月）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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
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り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）午前９時４５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

 設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

 なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否
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要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。

-25-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第６４号

さいたま市本庁舎外電話設備保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告す

る。 

令和２年１月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市本庁舎外電話設備保守業務

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委

託）（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「通信設備保守点検」で登載

され、本市内に本店又は支店を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課 

担当 原田 電話 ０４８（８２９）１１７３ 

 交付期間
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告示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１７日（月）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１４０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第１会議室

 入札保証金
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法

 さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

 なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部庁舎管理課

電話 ０４８（８２９）１１７３ ＦＡＸ ０４８（８２５）０６６５

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市財政局財政部庁舎管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第６５号 

さいたま市東部環境センターで使用する電気の購入外２件について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名及び数量

ア さいたま市東部環境センターで使用する電気 ２５６，８００キロワット時

イ さいたま市クリーンセンター大崎で使用する電気 ５２０，０００キロワット時 

ウ さいたま市クリーンセンター西堀で使用する電気 １，１４７，９２０キロワット時

 需要場所

ア １ ア さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

イ １ イ さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市クリーンセンター大崎

ウ １ ウ さいたま市桜区新開４－１－１ さいたま市クリーンセンター西堀

 業務概要

入札説明書及び仕様書のとおり

 需給期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の種目「その他」内の営業種目「電気」で登載されている者であ

ること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者であること。

 １ の需要場所に要する予定使用電力量の供給に十分な電源を確保している者であること。

３ 入札説明書の交付
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本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

担当 山本 電話 ０４８（８２９）１３４２

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p057550.html

 交付期間

令和２年１月２０日（月）から令和２年２月１０日（月）まで（３ アにおいては、さいたま

市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く

午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者で

あっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参又は郵送

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年２月１０日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設

管理課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月２０日（木）及び令和２年２月２１日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞
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退したものとみなす。

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する件名ごとに返信用封筒に１

２０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

 入札方法

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年３月４日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４ イに同じ

 入札の日時及び場所

ア 日時

(ア) １ ア 令和２年３月６日（金）午前９時４５分

(イ) １ イ 令和２年３月６日（金）午前１０時００分

(ウ) １ ウ 令和２年３月６日（金）午前１０時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階小ホール

 入札保証金

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除

とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

電話 ０４８（８２９）１３４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１

 業務を担当する課

ア １ ア

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６

イ １ イ

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市環境局施設部クリーンセンター大崎 

電話 ０４８（８７８）０９８９ ＦＡＸ ０４８（８７８）０９５９ 

ウ １ ウ 

さいたま市桜区新開４－１－１ さいたま市環境局施設部クリーンセンター西堀

電話 ０４８（８６２）５７２１ ＦＡＸ ０４８（８３８）５８１１

８ 契約手続等

 契約保証金

落札者となった件名ごとに落札価格の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

９ その他

 契約条項等は、さいたま市環境局施設部環境施設管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第６６号 

さいたま市西部環境センターの余剰電力の売却外２件について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名及び数量

ア さいたま市西部環境センターの余剰電力の売却 ３，５５２，７００キロワット時

イ さいたま市東部環境センターの余剰電力の売却 ３，９０５，０００キロワット時

ウ さいたま市クリーンセンター大崎の余剰電力の売却 ２８，０００，０００キロワット時

 供給場所

ア １ ア さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市西部環境センター

イ １ イ さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境センター

ウ １ ウ さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市クリーンセンター大崎

 業務概要

入札説明書及び仕様書のとおり

 需給期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の種目「その他」内の営業種目「電気」で登載されている者であ

ること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭和３

９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者又は電気

事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けた者とみなされる者であること。

 １ の供給場所からの発電量に対し安定的に購入可能である者であること。

３ 入札説明書の交付
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本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

担当 山本 電話 ０４８（８２９）１３４２

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/002/p057550.html

 交付期間

令和２年１月２０日（月）から令和２年２月１０日（月）まで（３ アにおいては、さいたま

市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く

午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者で

あっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参又は郵送

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年２月１０日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設

管理課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月２０日（木）及び令和２年２月２１日（金）午前９時から午後４時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞
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退したものとみなす。

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する件名ごとに返信用封筒に１

２０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができな

い。

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

 入札方法

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年３月４日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

４ イに同じ

 入札の日時及び場所

ア 日時

(ア) １ ア 令和２年３月６日（金）午前１０時４５分

(イ) １ イ 令和２年３月６日（金）午前１１時００分

(ウ) １ ウ 令和２年３月６日（金）午前１１時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階小ホール

 入札保証金

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除

とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え最高
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の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課

電話 ０４８（８２９）１３４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１

 業務を担当する課

ア １ ア

さいたま市西区大字宝来５２－１ さいたま市環境局施設部西部環境センター

電話 ０４８（６２３）４１００ ＦＡＸ ０４８（６２２）５３５３

イ １ イ

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６

ウ １ ウ

さいたま市緑区大字大崎３１７ さいたま市環境局施設部クリーンセンター大崎

電話 ０４８（８７８）０９８９ ＦＡＸ ０４８（８７８）０９５９

８ 契約手続等

 契約保証金

落札者となった件名ごとに落札価格の１００分の１０以上を納付すること。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

９ その他

 契約条項等は、さいたま市環境局施設部環境施設管理課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第６７号 

市報さいたま（令和２年５月号～令和３年４月号）広告掲載業務について、次のとおり一般競争入

札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条

の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

市報さいたま（令和２年５月号～令和３年４月号）広告掲載業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に、業務「製作等」又は「その他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 細谷、中元 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p039516.html

 交付期間

告示の日から令和２年１月３０日（木）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。
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）を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ（持参の場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参又は電子メール（電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp）

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月３日（月）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１０日（月）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所第１会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

-39-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１０日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え、最

高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじ

を引かせて落札者を決定する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第６８号 

さいたま市ＷＥＢサイトトップページバナー広告枠の売却について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市ＷＥＢサイトトップページバナー広告枠の売却

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に、業務「製作等」又は「その他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

担当 山川、谷 電話 ０４８（８２９）１０３９

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/004/p032520.html
 交付期間

告示の日から令和２年１月３０日（木）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。
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）を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ（持参の場合は、休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参又は電子メール（電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp）
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月３日（月）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１０日（月）午前１０時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 浦和区役所第１会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１０日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え、最

高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじ

を引かせて落札者を決定する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第６９号 

令和２年度さいたま市「市報さいたま」企画編集業務について、公募型プロポーザル方式の手続き

を実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

令和２年度さいたま市「市報さいたま」企画編集業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に、業務「製作等」の受注希望業務「パンフレット等」又は「デザイン」

で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

 本告示日から企画提案書提出期限日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措

置を受けている期間がない者であること。 

 平成２９年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体の１回当たり１２ペ

ージ以上の広報紙を年４回以上定期的に企画編集する旨の契約を締結し、納入した実績を有する

者であること。

３ 企画提案に係る仕様書、公募要項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、仕様書、令和２年度さいたま市「市報さいたま」企画編

集業務企画提案公募要項（以下「公募要項」という。）等を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 細谷、中元 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p062736.html
 交付期間

告示の日から令和２年１月３０日（木）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。

）を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

 交付費用

無償

４ 質問の受付

企画提案の公募に関する質問については、電子メールにより受け付けるものとする。

 受付先

さいたま市市長公室広報課

電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp

 受付期間

告示の日から令和２年１月３０日（木）まで

５ 参加申込手続

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」という。

）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない

者は、参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 参加申込兼資格確認申請書

イ 公募要項に定める書類 

 参加申込兼資格確認申請書の交付

参加申込兼資格確認申請書を希望した者に対し、電子メールにて交付するものとする。

ア 受付先

４ に同じ

イ 受付期間

４ に同じ

 提出場所

３ アに同じ

 提出方法

持参

６ 参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を、令和２年２月３日（月）を目途に郵送する。

７ 企画提案書等の提出

 提出書類

公募要項に定める書類

 提出日時

令和２年２月４日（火）から令和２年２月１９日（水）まで（休日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで）
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 提出場所

３ アに同じ 

 提出方法

持参

８ 業者決定の方法

業者決定は、事業者選定委員会を実施し、選定する。

９ 事業者選定委員会 

参加資格確認結果通知書により、参加資格を有すると認められた者は、事業者選定委員会におい

て、提案内容の説明をすることができる。 

 実施日 

令和２年３月２日（月） 

 実施場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 

 その他 

詳細な時間、場所等については、後日通知する。 

１０ その他 

 この企画提案書等の手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は返却しない。 

 詳細は、公募要項による。 

１１ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８
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さいたま市告示第７０号 

令和２年度さいたま市テレビ広報番組等制作・放映（代理）業務について、公募型プロポーザル方

式の手続きを実施します。つきましては、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請しま

す。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

令和２年度さいたま市テレビ広報番組等制作・放映（代理）業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「製作等」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

 本告示日から企画提案書提出期限日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措

置を受けている期間がない者であること。 

３ 企画提案に係る仕様書、公募要項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、仕様書、令和２年度さいたま市テレビ広報番組等制作・

放映（代理）業務企画提案公募要項（以下「公募要項」という。）等を交付するものとする。

 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 中村、金子 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p068796.html

 交付期間 

告示の日から令和２年１月３０日（木）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める
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条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。

）を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 交付費用 

無償 

４ 質問の受付 

企画提案の公募に関する質問については、電子メールにより受け付けるものとする。 

 受付先 

さいたま市市長公室広報課 

電子メールアドレス koho@city.saitama.lg.jp 

 受付期間 

告示の日から令和２年１月３０日（木）まで 

５ 参加申込手続

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」という。

）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない

者は、参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 参加申込兼資格確認申請書 

イ 誓約書 

 参加申込兼資格確認申請書の交付 

参加申込兼資格確認申請書を希望した者に対し、電子メールにて交付するものとする。 

ア 受付先 

４ に同じ

イ 受付期間

４ に同じ

 提出場所

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

 提出方法

持参又は郵送（到達記録が確認できる方法に限る。） 

６ 参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を、令和２年２月３日（月）を目途に郵送する。 

７ 企画提案書等の提出

 提出書類

公募要項に定める書類

 提出日時 

令和２年２月４日（火）から令和２年２月１９日（水）まで（休日を除く午前８時３０分から

午後５時１５分まで）

 提出場所

３ アに同じ

 提出方法
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持参

８ 業者決定の方法 

業者決定は、事業者選定委員会を実施し、選定する。 

９ 事業者選定委員会 

参加資格確認結果通知書により、参加資格を有すると認められた者は、事業者選定委員会におい

て、提案内容の説明をすることができる。 

 実施日 

令和２年３月４日（水） 

 実施場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 

 その他 

詳細な時間、場所等については、後日通知する。 

１０ その他 

 この企画提案書等の手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は返却しない。 

 詳細は、公募要項による。 

１１ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 
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さいたま市告示第７１号 

令和２年度さいたま新都心バスターミナル管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

令和２年度さいたま新都心バスターミナル管理業務

 履行場所

さいたま市大宮区北袋町１－６０３－１

 業務概要

入札説明書及び仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「駐車場管

理」で登載され、本市内に本店を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部交通政策課 

担当 企画調整係 電話 ０４８（８２９）１０５３ 

 交付期間
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

告示の日から令和２年２月３日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から

午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月７日（金）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 業務委託仕様書等の貸出 

業務委託仕様書は、次により貸出するものとする。 

 貸出場所 

３ に同じ

 受付期間 

３ に同じ 

７ 仕様に関する質問 

仕様に関する質問のある場合は、任意の様式により、電子メールで提出すること。 

 受付先 

電子メールアドレス kotsu-seisaku@city.saitama.lg.jp
なお、メールにより提出した者は、提出後速やかに、その旨を電話で連絡すること。 

電話 ０４８（８２９）１０５３ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 受付期間 

３ に同じ 

 質問に対する回答 

回答は、次のとおり閲覧に供するものとする。 

ア 閲覧場所 

３ に同じ

イ 閲覧期間 

令和２年２月７日（金）から令和２年２月２５日（火）まで（休日を除く午前９時から午後

４時まで）

８ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２５日（火）午後１時２０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室

 入札に関する注意事項 

ア 入札参加資格者の確認 

入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。その際、入札書には代理人の記名押

印をすること。 

ウ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。た

だし、辞退する場合には、入札日時までにその旨を必ず届け出ること。 

エ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 オ その他 

(ア) 入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

(イ) 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

(ウ) 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはでき

ない。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

８ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格に満たない入札をした者は、再度入札に参加できない。 

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。

 入札の無効

ア 施行令第１６７条の４に定める入札参加資格がない者がした入札及びさいたま市契約規則に

違反した入札 

イ 記載すべき事項の記載のない入札書又は記載した事項が明らかでない入札書による入札 

ウ 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札 

エ 虚偽の競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者がした入札 

オ 最低制限価格に満たない入札 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部都市総務課

電話 ０４８（８２９）１３９３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市局都市計画部交通政策課

電話 ０４８（８２９）１０５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７９

９ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 支払条件 

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。 

 契約書作成の要否

要
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 議決の要否

否

１０ その他

 契約条項等は、さいたま市都市局都市計画部交通政策課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第７２号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和２年１月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

（1）はり札                  １９２２ 枚 

（2）立看板                   １５７ 枚 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり 

３ 保管場所 

 さいたま市緑区宮本２丁目１６番地３ 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市役所都市局南部都市・公園管理事務所管理課都市管理係 

(２) 電話 ０４８（８４０）６１７８ 
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名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

1 南区 はり札 2 令和元年11月1日 16時00分 令和元年11月1日 16時00分

2 浦和区 はり札 69 令和元年11月5日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月5日 17時00分

3 浦和区 はり札 11 令和元年11月6日 15時00分 令和元年11月6日 15時00分

4 緑区 はり札 25 令和元年11月7日
14時00分
から
15時30分

令和元年11月7日 16時00分

5 緑区 立看板 1 令和元年11月7日
14時00分
から
15時30分

令和元年11月7日 16時00分

6 南区 はり札 2 令和元年11月7日
14時00分
から
15時30分

令和元年11月7日 16時00分

7 南区 立看板 5 令和元年11月7日
14時00分
から
15時30分

令和元年11月7日 16時00分

8 浦和区 はり札 8 令和元年11月7日
14時00分
から
15時30分

令和元年11月7日 16時00分

9 南区 はり札 58 令和元年11月7日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月7日 17時00分

10 南区 立看板 27 令和元年11月7日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月7日 17時00分

11 浦和区 はり札 15 令和元年11月8日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月8日 17時00分

12 中央区 はり札 35 令和元年11月8日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月8日 17時00分

13 南区 はり札 61 令和元年11月12日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月12日 17時00分

14 浦和区 はり札 29 令和元年11月14日
10時00分
から
10時30分

令和元年11月14日 11時30分

15 緑区 はり札 3 令和元年11月14日
16時00分
から
16時30分

令和元年11月14日 16時30分

16 緑区 立看板 5 令和元年11月14日
16時00分
から
16時30分

令和元年11月14日 16時30分

17 浦和区 はり札 26 令和元年11月15日
9時30分
から
10時00分

令和元年11月15日 10時00分

18 浦和区 立看板 5 令和元年11月15日
9時30分
から
10時00分

令和元年11月15日 10時00分

19 中央区 はり札 64 令和元年11月15日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月15日 17時00分

20 緑区 はり札 62 令和元年11月19日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月19日 17時00分

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和2年1月16日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考
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名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和2年1月16日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考

21 桜区 はり札 67 令和元年11月12日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月12日 17時00分

22 浦和区 はり札 56 令和元年11月26日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月26日 17時00分

23 南区 はり札 6 令和元年11月27日
10時30分
から
11時00分

令和元年11月27日 11時30分

24 南区 はり札 420 令和元年11月27日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月27日 17時00分

25 南区 立看板 44 令和元年11月27日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月27日 17時00分

26 緑区 はり札 2 令和元年11月29日
13時30分
から
15時30分

令和元年11月29日 16時00分

27 緑区 立看板 4 令和元年11月29日
13時30分
から
15時30分

令和元年11月29日 16時00分

28 南区 はり札 3 令和元年11月29日
13時30分
から
15時30分

令和元年11月29日 16時00分

29 南区 立看板 2 令和元年11月29日
13時30分
から
15時30分

令和元年11月29日 16時00分

30 南区 はり札 48 令和元年11月29日
8時30分
から
17時00分

令和元年11月29日 17時00分

31 緑区 はり札 15 令和元年12月2日
13時30分
から
15時30分

令和元年12月2日 16時00分

32 緑区 立看板 4 令和元年12月2日
13時30分
から
15時30分

令和元年12月2日 16時00分

33 南区 はり札 63 令和元年12月3日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月3日 17時00分

34 緑区 はり札 36 令和元年12月5日
13時30分
から
15時30分

令和元年12月5日 16時00分

35 緑区 立看板 7 令和元年12月5日
13時30分
から
15時30分

令和元年12月5日 16時00分

36 浦和区 はり札 38 令和元年12月6日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月6日 17時00分

37 桜区 はり札 22 令和元年12月6日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月6日 17時00分

38 中央区 立看板 4 令和元年12月10日
14時30分
から
15時30分

令和元年12月10日 16時00分

39 浦和区 はり札 3 令和元年12月10日
14時30分
から
15時30分

令和元年12月10日 16時00分

40 緑区 はり札 15 令和元年12月10日
14時30分
から
15時30分

令和元年12月10日 16時00分
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名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和2年1月16日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考

41 緑区 はり札 68 令和元年12月10日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月10日 17時00分

42 中央区 はり札 62 令和元年12月13日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月13日 17時00分

43 浦和区 はり札 13 令和元年12月17日
13時30分
から
15時00分

令和元年12月17日 15時00分

44 浦和区 立看板 4 令和元年12月17日
13時30分
から
15時00分

令和元年12月17日 15時00分

45 緑区 はり札 19 令和元年12月17日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月17日 17時00分

46 浦和区 はり札 63 令和元年12月17日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月17日 17時00分

47 桜区 はり札 13 令和元年12月18日
10時00分
から
11時30分

令和元年12月18日 12時00分

48 浦和区 はり札 8 令和元年12月18日
10時00分
から
11時30分

令和元年12月18日 12時00分

49 南区 はり札 31 令和元年12月18日
13時30分
から
16時30分

令和元年12月18日 17時00分

50 南区 立看板 6 令和元年12月18日
13時30分
から
16時30分

令和元年12月18日 17時00分

51 浦和区 はり札 3 令和元年12月20日
14時00分
から
16時30分

令和元年12月20日 16時30分

52 緑区 はり札 56 令和元年12月20日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月20日 17時00分

53 緑区 立看板 7 令和元年12月20日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月20日 17時00分

54 桜区 はり札 66 令和元年12月20日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月20日 17時00分

55 緑区 はり札 14 令和元年12月23日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月23日 12時00分

56 緑区 立看板 2 令和元年12月23日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月23日 12時00分

57 浦和区 はり札 8 令和元年12月24日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月24日 12時00分

58 浦和区 立看板 8 令和元年12月24日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月24日 12時00分

59 南区 はり札 6 令和元年12月24日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月24日 12時00分

60 南区 立看板 6 令和元年12月24日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月24日 12時00分
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名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和2年1月16日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考

61 緑区 はり札 9 令和元年12月24日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月24日 12時00分

62 緑区 立看板 4 令和元年12月24日
10時30分
から
11時30分

令和元年12月24日 12時00分

63 南区 はり札 62 令和元年12月24日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月24日 17時00分

64 南区 はり札 157 令和元年12月25日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月25日 17時00分

65 南区 立看板 12 令和元年12月25日
8時30分
から
17時00分

令和元年12月25日 17時00分

66

67 計 はり札 1922

68 立看板 157

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80
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さいたま市告示第７３号 

 さいたま市チャレンジスクール業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。つ

きましては、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

   さいたま市チャレンジスクール業務

 履行場所

さいたま市浦和区岸町４－１－２９外 

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

   令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

 予算の上限額

   １４０，４１１，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模を示すための

ものであることに留意すること。

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項

  企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に、業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」又は「その他」で登載さ

れている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

 本告示日から企画提案書提出期限日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下「入札参加停止」と

いう。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいた

ま市制定）による入札参加除外の措置（以下「入札参加除外」という。）を受けている期間がな

い者であること。 

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が、本件に参加していない者であること。 

 平成２６年度以降、文部科学省若しくは地方公共団体の実施する学校教育に関する事業又は放

課後子ども教室若しくは地域未来塾事業の業務を受託し、誠実に履行した実績を有する者である
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こと。

３ 企画提案に係る実施要項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、実施要項等を交付するものとする。

交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

担当 家庭地域連携係 電話 ０４８（８２９）１７０３

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p068676.html

 交付期間

本告示日から令和２年２月３日（月）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から午後４時まで）

４ 質問の受付及び回答

企画提案書の提出を希望する者は、企画提案に関する事項について、電子メールにて次のとおり

質問することができるものとする。なお、質問後は速やかに電話にて受付先に到達確認を行うこと。

受付期間

本告示日から令和２年２月３日（月）午後４時まで

 受付先

さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電子メールアドレス shogai-gakushu-shinko@city.saitama.lg.jp

 質問に対する回答

令和２年２月６日（木）までに、３ イのホームページ上に、質問及び回答を公表する。

５ 参加意思の表明手続き

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行わなければならない。

名簿に登載されている者であっても、参加意思の表明手続きを行っていない者は、参加する資格を

有しない。

 提出書類

ア 公募型プロポーザル参加意思表明書 １部

イ ２ の実績を証する書類 １部

 提出期間

本告示日から令和２年２月３日（月）まで（休日を除く午前９時から午後４時まで）

 提出場所

３ アに同じ

 提出方法

持参

６ 参加資格確認通知書の交付

公募型プロポーザル参加意思表明書を提出した者に対し、本件への参加資格の有無にかかる通知

を交付するものとする。

 交付方法
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郵送による。

 交付日

令和２年２月６日（木）に発送する。

７ 企画提案書等の提出

参加資格を認められた者は、次のとおり企画提案書等を提出することができるものとする。

 提出書類

ア 企画提案書（正本１部、副本９部）

イ 見積書

提出期間

令和２年２月７日（金）から令和２年２月１４日（金）まで（休日を除く午前９時から午後４

時まで）

提出場所

３ アに同じ

提出方法

持参

８ プレゼンテーション

  企画提案書等の提出者は、企画提案書を補完するため、プレゼンテーションを行うものとする。

  なお、プレゼンテーションの詳細については、実施要項を参照すること。

９ 業者決定の方法

業者の決定にあたっては、さいたま市チャレンジスクール業務委託選定委員会において審査を行

い決定する。

１０ 特記事項

本業務に係る予算が本市議会で可決されない場合又はその他の理由により本業務が実施できな

くなった場合にあっては、どの提案者とも契約を締結しないことがある。

１１ その他

 企画提案書提出期限日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課及びホームページにお

いて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

本業務において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。

提出された企画提案書等は、返却しない。

企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。

詳細は、実施要項による。

１２ 本招請に関する事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電話 ０４８（８２９）１７０３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９
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さいたま市告示第７４号

無効となるさいたま市国民健康保険被保険者証等について、別紙のとおり（別紙省略）告示する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人
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さいたま市告示第７５号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。

なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

   国民健康保険税納税（更正）通知書

２ 送達を受ける者の住所及び氏名

   別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

   区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８）

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３

北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３

大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３

見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３

中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３

桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３

浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２

南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３

緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３

岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４
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さいたま市告示第７６号

公募型プロポーザル方式の手続きの開始

さいたま市生活困窮者学習支援業務（小学生対象）について、次のとおり、当該業務に関する企画

提案書の提出を招請します。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

さいたま市生活困窮者学習支援業務（小学生対象）

 履行場所

さいたま市域内 

 業務概要 

生活困窮世帯の子どもに対して、貧困の連鎖の防止を目的とし、学習支援や居場所の提供等の

支援を行う。 

 履行期間 

契約締結日から令和３年３月３１日まで 

 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は６，０６８，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とす

る。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

(1) 本招請日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に、

業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」又は「その他」で登載されている者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さい

たま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合

並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合に

あっては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加してい

ないこと。

(3) 本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札

参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停

止」という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３

年さいたま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けて

いる期間がない者であること。

(4)  本市又は他の人口２０万人以上の地方公共団体において、生活困窮者自立相談支援事業等実
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施要綱（令和元年厚生労働省社会・援護局長通知社援発０７０４第１号別紙）に基づく生活困窮

世帯の子どもに対する学習支援事業の実績を有し、かつ、誠実に履行している者であること。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付

 交付方法

 ア 窓口にて配布

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069163.html
 交付期間

本招請日から令和２年２月１４日（金）午後４時まで 

４ 参加意思の表明手続き

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。

 提出書類

参加意思表明書 １部 

 提出期間

本招請日から令和２年２月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）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）

 提出場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４（さいたま市役所２階） 

 さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課 

担当 自立支援係 電話 ０４８（８２９）１８４６

 提出方法

持参

５ 質問の受付及び回答

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり

質問することができる。

 受付期間

本招請日から令和２年２月３日（月）午後４時まで

 受付方法

ア 電子メールで受け付ける。詳細は実施要領による。

メールアドレス seikatsu-fukushi@city.saitama.lg.jp

イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 

ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先

４ に同じ

 質問に対する回答予定日

令和２年２月７日（金）までに行う。

 回答方法

さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069163.html
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６ 企画提案書等の提出

 提出書類  

ア 企画提案書（１３部） 

イ 見積書 

 提出期間

本招請日から令和２年２月１４日（金）まで（休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後４時まで）

 提出場所

４ に同じ

 提出方法

持参

 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １ に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

７ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、さいたま市生活困窮者学習支援業務委託（小学生対象）選定委員

会において書類審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、実施要領を参照する

こと。

８ その他  

 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

 この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は、返却しない。 

 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

 詳細は、実施要領による。 

９ 連絡先  

さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課自立支援係  

電話  ０４８（８２９）１８４６ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 
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さいたま市告示第７７号

さいたま市子ども家庭総合センター給食調理等業務委託について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。

令和２年１月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市子ども家庭総合センター給食調理等業務委託

 履行場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども家庭総合センター

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「給食」の受注希望業務「その他の給食」で登載されている

者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 平成２８年度以降に、本業務と同規模の契約実績があることを証明した者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター児童

相談所

担当 北川 電話 ０４８（７１１）２４０９

 交付期間

告示の日から令和２年２月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１７日（月）午前９時から午後５時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども家庭総合センター４階会議室２

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務

課

電話 ０４８（７１１）１７９８ ＦＡＸ ０４８（７１１）８９０４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター児童

相談所

電話 ０４８（７１１）２４０９ ＦＡＸ ０４８（７１１）８９０４

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター児童相談所及びホームページ

において閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第７８号 

さいたま市救急資器材管理供給業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月１６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市救急資器材管理供給業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「医療機器保守点検」又は業務

「その他」の受注希望業務「その他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４

５号）に規定する卸販売業の医薬品販売業許可を受けた者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課

担当 清宮、髙島、中村  電話 ０４８（８３３）７９８１

 交付期間

告示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時から
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午後５時まで）

 交付費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

告示の日から令和２年２月１０日（月）まで（休日を除く午前９時から午後５時まで）

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１７日（月）午前９時から午後５時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。入札の際は入札書及び積算内訳書を同封し提出すること。なお、落札決定に当た

っては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２７日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局４階調整室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部救急課

電話 ０４８（８３３）７９８１ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 契約条項等は、さいたま市警防部救急課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立てる

ことはできない。
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さいたま市告示第７９号 

「さいたま市旧中央区役所保健センター総合管理業務」外５７件について、次のとおり一般競争入

札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条

の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月１６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に登載され、かつ、本市内に本店を有している者であること。なお、

名簿登載業務・等級区分等については業務ごとに別に定める。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合（以下「組

合等」という。）にあっては、その組合員が同一入札に参加していない者であること。 

２ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロードする。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p039869.html 

 交付期間 

令和２年１月２０日（月）から令和２年３月９日（月）まで 

３ 入札参加資格の有無の確認 

入札に参加を希望する者は、次の書類を提出して入札参加資格の有無の確認を受けなければなら

ない。 

 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 業務ごとに別に定める書類 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の交付 

ア 交付方法 
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２ に同じ

イ 交付期間 

令和２年１月２０日（月）から令和２年１月３０日（木）まで 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

ア 提出先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

イ 受付期間 

令和２年１月２０日（月）から令和２年１月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。

）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） 

ウ 提出部数 

参加希望案件ごとに１部 

エ 提出方法 

持参 

 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

競争入札参加資格確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

ア 交付場所 

３ アに同じ 

イ 日時 

令和２年２月５日（水）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

ウ その他 

郵送希望者については、３ の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し

出た場合のみ受け付けるものとする。 

４ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者は、令和２年２月７日（金

）までにさいたま市財政局契約管理部調達課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

５ 入札に関する注意事項 

 入札書に記載する金額等 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。

）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

 代理人による入札 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。その際、入札書には代理人の記名押印

をすること。

 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。ただ

し、辞退する場合には、入札日時までにその旨を必ず届け出ること。 
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 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を入札日時及び場所へ持参するこ

と。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

ウ 入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

エ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

オ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引

かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

６ 入札保証金 

業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さいたま市契約規則（平成１３年さいた

ま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

７ 最低制限価格 

業務ごとに別に定める。 

８ 落札者の決定方法等 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った

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する。 

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所にお

いて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会った者

とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができない。

再度入札は、１回とする。 

９ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

 施行令第１６７条の４に定める入札参加資格がない者がした入札。 

 入札者の記名押印若しくは記載すべき事項の記載のない入札又は記入事項若しくは印影の判読

できない入札。 

 記載事項（金額を除く。）の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札。 

 同一入札について入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、その全部の入札。 

 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札。 

 明らかに連合によると認められる入札。 

 金額を訂正した入札書による入札。 

 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札。 

 虚偽の一般競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者がした入札。 

 最低制限価格に満たない入札。 

１０ 入札事務を担当する課 

-76-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１７５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

１１ 契約保証金 

業務ごとに別に定める。契約保証金を免除する場合は、さいたま市契約規則第３０条の規定に

よる。 

１２ 支払条件 

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。 

１３ その他 

 この告示に係る入札に用いる書類は、さいたま市ホームページからダウンロードして使用する

こと。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p039869.html

 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
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整理番号 ２－０１００－１ 

件名 さいたま市旧中央区役所保健センター総合管理業務 

履行場所 さいたま市中央区本町東４－４－３ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に

関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号

の 

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管

理 

業」の登録を受けていること。 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 
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３ イに関する書類

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部健康増進課 
電話 ０４８（８２９）１２９３ 

整理番号 ２－０１００－２ 

件名 さいたま市障害者総合支援センター施設維持管理業務 

履行場所 さいたま市中央区鈴谷７－５－７ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

す 

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「

建 

築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業」

の 

登録を受けていること。 
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３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－７ 
さいたま市保健福祉局福祉部障害者総合支援センター 
電話 ０４８（８５９）７２５５ 

整理番号 ２－０１００－３ 

件名 さいたま市療育センターさくら草施設維持管理業務 

履行場所 さいたま市桜区田島２－１６－２ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

す 

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「

建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業

」の登録を受けていること。 
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３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 

さいたま市桜区田島２－１６－２ 
さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園 
療育センターさくら草 
電話 ０４８（７１０）５８１１ 

整理番号 ２－０１００－４ 

件名 
さいたま市東部環境センター・リサイクルセンター建物総合管理
業務 

履行場所 さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

す 

る法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の「

建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理業

」の登録を受けていること。 
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３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ 
さいたま市環境局施設部東部環境センター 
電話 ０４８（６８４）３８０２ 

整理番号 ２－０１００－５ 

件名 さいたま市立博物館建物総合管理業務 

履行場所 さいたま市大宮区高鼻町２－１－２ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１３日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に

関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号

の 

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管

理 

業」の登録を受けていること。 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 
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（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市大宮区高鼻町２－１－２ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部博物館 
電話 ０４８（６４４）２３２２ 

整理番号 ２－０１００－６ 

件名 さいたま市立与野本町小学校複合施設人間警備及び施設管理業務 

履行場所 さいたま市中央区本町東３－５－２３ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

-83-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市大宮区高鼻町２－１－２ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部博物館 
電話 ０４８（６４４）２３２２ 

整理番号 ２－０１００－７ 

件名 さいたま市立岸町公民館総合管理業務 

履行場所 さいたま市浦和区岸町５－１－３ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に

関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号

の 

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管

理 

業」の登録を受けていること。 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町５－１－３ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
岸町公民館 
電話 ０４８（８２４）０１６８ 

整理番号 ２－０１００－８ 

件名 さいたま市立大宮西部図書館総合管理業務 

履行場所 さいたま市北区櫛引町２－４９９－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

入札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に

関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号

の 

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管

理 

業」の登録を受けていること。 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の

写し 

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 
さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 
電話 ０４８（８７１）２１７２ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－１ 

件名 さいたま市本庁舎総合案内業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市財政局財政部庁舎管理課 
電話 ０４８（８２９）１１７３ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－２ 

件名 さいたま市市民活動サポートセンター窓口等業務 

履行場所 さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階 
さいたま市市民局市民生活部市民協働推進課 
電話 ０４８（８１３）６４０１ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－３ 

件名 さいたま市大宮区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 
さいたま市大宮区役所くらし応援室 
電話 ０４８（６４６）３０２６ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－４ 

件名 さいたま市浦和区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級又はＢ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市浦和区役所くらし応援室 
電話 ０４８（８２９）６０４９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－５ 

件名 さいたま市浦和区役所宿日直業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市浦和区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（８２９）６０１５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－６ 

件名 さいたま市南区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市南区別所７－２０－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市南区別所７－２０－１ 
さいたま市南区役所くらし応援室 
電話 ０４８（８４４）７１３７ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－７ 

件名 さいたま市岩槻区役所総合案内業務 

履行場所 さいたま市岩槻区本町３－２－５ 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１７日（月）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市岩槻区本町３－２－５ 
さいたま市岩槻区役所くらし応援室 
電話 ０４８（７９０）０１２８ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－８ 

件名 さいたま市うらわ美術館受付・監視業務 

履行場所 さいたま市浦和区仲町２－５－１ 浦和センチュリーシティ３階 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区仲町２－５－１ 浦和センチュリーシティ３階 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部うらわ美術館 
電話 ０４８（８２７）３２１５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－９ 

件名 さいたま市立田島公民館外４館管理業務 

履行場所 さいたま市桜区田島３－２７－６外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市桜区田島３－２７－６ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
田島公民館 
電話 ０４８（８６３）０４００ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－１０ 

件名 さいたま市立領家公民館外１０館管理業務 

履行場所 さいたま市浦和区領家４－２１－２１外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市浦和区岸町５－１－３ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
岸町公民館 
電話 ０４８（８２４）０１６８ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－１１ 

件名 さいたま市立文蔵公民館外７館管理業務 

履行場所 さいたま市南区文蔵４－１９－３外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

建物管理等 建物管理等 

Ａ級 Ａ級 

市内本店 市内本店 

― ― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市南区文蔵４－１９－３ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
文蔵公民館 
電話 ０４８（８４５）５１５１ 

-97-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０１０１－１２ 

件名 さいたま市立大古里公民館外４館管理業務 

履行場所 さいたま市緑区大字三室２６１４－２外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月１８日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

建物管理等 建物管理等 

Ａ級 Ａ級 

市内本店 市内本店 

― ― 

３ イに関する書類 ― 

業務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２６１４－２ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
大古里公民館 
電話 ０４８（８１０）４１５５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－１ 

件名 さいたま市本庁舎警備業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市財政局財政部庁舎管理課 
電話 ０４８（８２９）１１７３ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－２ 

件名 さいたま市思い出の里警備及び盆・彼岸交通整理業務 

履行場所 さいたま市見沼区大字大谷６００外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号及び２号）の交付

を 

受けている者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号及び２

号）の写し（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格

者証は不可） 

業務を担当する課 
さいたま市見沼区大字大谷６００ 
さいたま市保健福祉局保健部思い出の里市営霊園事務所 
電話 ０４８（６８６）３４９９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－３ 

件名 さいたま市岩槻区役所警備業務 

履行場所 さいたま市岩槻区本町３－２－５ 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市岩槻区本町３－２－５ 
さいたま市岩槻区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（７９０）０１１５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－４ 

件名 さいたま市立小学校・特別支援学校（西区内）警備業務 

履行場所 さいたま市西区西大宮１－４９－６外 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 
電話 ０４８（８２９）１６７９ 

-102-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－５ 

件名 さいたま市立小学校（北区内）警備業務 

履行場所 さいたま市北区東大成町２－１２外 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 
電話 ０４８（８２９）１６７９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－６ 

件名 さいたま市立小学校（大宮区内）警備業務 

履行場所 さいたま市大宮区大門町３－３外 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 
電話 ０４８（８２９）１６７９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－７ 

件名 さいたま市立小学校（見沼区内）警備業務 

履行場所 さいたま市見沼区大和田町２－９９８外 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 
電話 ０４８（８２９）１６７９ 

-105-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０２００－８ 

件名 さいたま市立小学校（岩槻区内）警備業務 

履行場所 さいたま市岩槻区本町５－６－４５外 

履行期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 建物管理等又は警備 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７

号） 

第４条の規定に基づく埼玉県公安委員会の認定を受けていること 

（組合等にあっては、当該組合等が自ら認定を受けていること。

）。 

 本入札の告示日において、同法第２２条の規定に基づく警備員

指 

導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の交付を受けて

い 

る者を１名以上配置できること。 

３ イに関する書類

 埼玉県公安委員会の認定証の写し（組合等にあっては、当該組

合等が自ら認定を受けた認定証の写し） 

 警備員指導教育責任者資格者証（警備業務の区分・１号）の写

し 

（旧警備業法第１１条の規定により交付された同資格者証は不可

） 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局学校教育部健康教育課 
電話 ０４８（８２９）１６７９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１ 

件名 さいたま市コムナーレ清掃業務 

履行場所 さいたま市浦和区東高砂町１１－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階 
さいたま市市民局市民生活部市民協働推進課 
電話 ０４８（８１３）６４０４ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２ 

件名 さいたま市指扇駅北口公衆トイレ外５施設清掃等業務 

履行場所 さいたま市西区大字宝来１７１６外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２１日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 
電話 ０４８（８２９）１２９９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－３ 

件名 さいたま市大門町公衆トイレ外２施設清掃等業務 

履行場所 さいたま市大宮区大門町３－２２－２６外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 
電話 ０４８（８２９）１２９９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－４ 

件名 さいたま市北浦和駅東口公衆トイレ外３施設清掃等業務 

履行場所 さいたま市浦和区北浦和３－３－１外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 
電話 ０４８（８２９）１２９９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－５ 

件名 さいたま市南浦和駅西口公衆トイレ外２施設清掃等業務 

履行場所 さいたま市南区南本町２－２６－１外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 
電話 ０４８（８２９）１２９９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－６ 

件名 さいたま市岩槻駅東口公衆トイレ外６施設清掃等業務 

履行場所 さいたま市岩槻区本町１－１－１外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市保健福祉局保健部生活衛生課 
電話 ０４８（８２９）１２９９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－７ 

件名 さいたま市大宮聖苑清掃業務 

履行場所 さいたま市見沼区染谷２－３５０－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市見沼区染谷２－３５０－１ 
さいたま市保健福祉局保健部大宮聖苑管理事務所 
電話 ０４８（６８２）２８００ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－８ 

件名 さいたま市動物愛護ふれあいセンター清掃等業務 

履行場所 さいたま市桜区大字神田９５０－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市桜区大字神田９５０－１ 
さいたま市保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 
電話 ０４８（８４０）４１５０ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－９ 

件名 さいたま市保健所・健康科学研究センター清掃業務 

履行場所 さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ 
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課 
電話 ０４８（８４０）２２０５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１０ 

件名 さいたま市立原山保育園外３園清掃等業務 

履行場所 さいたま市緑区原山１－７－２外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１１ 

件名 さいたま市立田島保育園外２園清掃等業務 

履行場所 さいたま市桜区田島２－１６－７外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１２ 

件名 さいたま市立東大宮保育園外３園清掃等業務 

履行場所 さいたま市見沼区丸ヶ崎町１３－１３外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１３ 

件名 さいたま市立三橋保育園外２園清掃等業務 

履行場所 さいたま市大宮区三橋２－９２９外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１４ 

件名 さいたま市立日進西保育園外２園清掃等業務 

履行場所 さいたま市北区日進町１－８００－１外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１５ 

件名 さいたま市のびのびプラザ大宮清掃業務 

履行場所 さいたま市大宮区桜木町１－１８５－２ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 
電話 ０４８（８２９）１８６７ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１６ 

件名 さいたま市西部環境センター建物清掃業務 

履行場所 さいたま市西区大字宝来５２－１ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市西区大字宝来５２－１ 
さいたま市環境局施設部西部環境センター 
電話 ０４８（６２３）４１００ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１７ 

件名 さいたま市クリーンセンター大崎管理棟・収集棟建物清掃業務 

履行場所 さいたま市緑区大字大崎３１７ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年２月２８日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市緑区大字大崎３１７ 
さいたま市環境局施設部クリーンセンター大崎 
電話 ０４８（８７８）０９８９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１８ 

件名 さいたま市クリーンセンター大崎工場棟建物清掃業務 

履行場所 さいたま市緑区大字大崎３１７ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市緑区大字大崎３１７ 
さいたま市環境局施設部クリーンセンター大崎 
電話 ０４８（８７８）０９８９ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－１９ 

件名 さいたま市西区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市西区西大宮３－４－２ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市西区西大宮３－４－２ 
さいたま市西区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（６２０）２６１３ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２０ 

件名 さいたま市見沼区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ 
さいたま市見沼区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（６８１）６０１３ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２１ 

件名 さいたま市中央区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市中央区下落合５－７－１０外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市中央区下落合５－７－１０ 
さいたま市中央区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（８４０）６０１３ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２２ 

件名 さいたま市岩槻区役所清掃業務 

履行場所 さいたま市岩槻区本町３－２－５外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月３日（火）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市岩槻区本町３－２－５ 
さいたま市岩槻区役所区民生活部総務課 
電話 ０４８（７９０）０１１５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２３ 

件名 さいたま市消防局庁舎清掃業務 

履行場所 さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 
さいたま市消防局総務部消防施設課 
電話 ０４８（８３３）７９５４ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２４ 

件名 さいたま市防災センター庁舎清掃業務 

履行場所 さいたま市大宮区天沼町１－８９３ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 
さいたま市消防局総務部消防施設課 
電話 ０４８（８３３）７９５４ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２５ 

件名 さいたま市立大宮小学校外３６校便所清掃業務 

履行場所 さいたま市大宮区大門町３－３外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 
電話 ０４８（８２９）１６３５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２６ 

件名 さいたま市立高砂小学校外４４校便所清掃業務 

履行場所 さいたま市浦和区岸町４－１－２９外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）午前１０時５０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 
電話 ０４８（８２９）１６３５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２７ 

件名 さいたま市立ひまわり特別支援学校建物清掃業務 

履行場所 さいたま市西区三橋６－１５８７ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）午前１１時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月５日（木）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 
電話 ０４８（８２９）１６３５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２８ 

件名 さいたま市立さくら草特別支援学校建物清掃業務 

履行場所 さいたま市緑区大字三室６３６－８０ 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月６日（金）午前９時１０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課 
電話 ０４８（８２９）１６３５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－２９ 

件名 さいたま市青少年宇宙科学館清掃業務 

履行場所 さいたま市浦和区駒場２－３－４５ 

履行期間 令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月６日（金）午前９時４０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類 
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 
さいたま市浦和区駒場２－３－４５ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館 
電話 ０４８（８８１）１５１５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

整理番号 ２－０３００－３０ 

件名 さいたま市立岩槻本丸公民館外４館清掃業務 

履行場所 さいたま市岩槻区本丸３－１７－１外 

履行期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

業務概要 入札説明書のとおり 

入札日時及び場所 
令和２年３月６日（金）午前１０時２０分 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

開札日時及び場所 
令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ 
ときわ会館５階中ホール 

最低制限価格 設定する 

入札保証金 免除 

契約保証金 要（契約代金の１００分の１０以上の額を納付すること） 

入札書に記載する金額 総価を記載する 

入
札
参
加
資
格

名簿登載業務 清掃 

等級区分 Ａ級 

所在地区分 市内本店 

１に掲げるもの以
外に関する事項 

本入札の告示日において、建築物における衛生的環境の確保に関 

する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第１号の

「建築物清掃業」又は同条同項第８号の「建築物環境衛生総合管理

業」の登録を受けていること。 

３ イに関する書類
建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写 

し 

業務を担当する課 

さいたま市岩槻区本丸３－１７－１ 
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習総合センター 
岩槻本丸公民館 
電話 ０４８（７５８）３１００ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８０号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

９条第１項の規定に基づき、次の医療機関について、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定

をしたので告示する。 

令和２年１月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

 電話 ０４８（８２９）１３０５ 

-137-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８１号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

４条の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の開設者

から次のとおり指定医療機関等に係る変更の届出があったので告示する。 

令和２年１月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 変更内容 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

 電話 ０４８（８２９）１３０５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８２号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

０条第１項の規定に基づき、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する指定自立支援医療機関の

開設者から次のとおり指定医療機関等に係る更新の届出があったので告示する。 

令和２年１月１７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 更新した医療機関 

・別紙のとおり（別紙省略） 

２ 連絡先 

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

 電話 ０４８（８２９）１３０５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８３号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第６

５条の規定に基づき、指定医療機関（育成医療・更生医療）の開設者から次のとおり変更の届出があ

ったので告示する。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 変更の届出のあった医療機関 

 ・別紙のとおり 

２ 連絡先 

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係 

 電話 ０４８（８２９）１３０５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８４号

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師として、次の医師

を指定したので告示する。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した医師

・別紙のとおり（別紙省略）

２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係

 電話 ０４８（８２９）１３０５
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８５号

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた次の医師から、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定による指定の変更の届出があ

ったので告示する。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 変更の届出のあった医師

 ・別紙のとおり（別紙省略）

２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係

 電話 ０４８（８２９）１３０５
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８６号

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の指定を受けた次の医師から、身

体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定による指定の辞退の届出があ

ったので告示する。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 辞退の届出のあった医師

 ・別紙のとおり（別紙省略）

２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局福祉部障害支援課自立支援給付係

 電話 ０４８（８２９）１３０５
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８７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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市浦和区木崎一丁目３４１番１番

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

 令和元年１２月２０日

 第 変‐Ｓ２０１９０２８ 号

４ 検査済証番号

 令和２年１月１６日

 第 完‐Ｓ２０１９０２８ 号
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第８８号

公募型プロポーザル方式の手続きの開始

さいたま市若者自立支援ルーム事業委託業務について、次のとおり、当該業務に関する企画提案書

の提出を招請します。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

さいたま市若者自立支援ルーム事業委託業務

 履行場所

さいたま市大宮区桜木町２－１９０ 

さいたま市南区南浦和２－２７－１６ 

 業務概要 

社会生活を営むうえで困難を有する若者を対象に、その個人の状態に合わせた自立支援プログ

ラムを段階的に実施し、円滑な自立が果たせるよう継続的な支援を行う。 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は３９，５３４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本招請日において、平成３０・３１年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に、

業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」又は「その他」で登載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない

こと。

 本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」

という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さい

たま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間

がない者であること。 
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３ 企画提案に係る実施要領等の交付

 交付方法

 ア 窓口にて配布

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069286.html
 交付期間

本招請日から令和２年２月３日（月）午後４時００分まで 

４ 参加意思の表明手続き

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。

 提出書類

参加意思表明書 １部 

 提出期間

本招請日から令和２年２月３日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）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００分まで）

 提出場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市子ども未来局子ども育成部青少年育成課 

担当 管理育成係 電話 ０４８（８２９）１７１６

 提出方法

持参

５ 質問の受付及び回答

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり

質問することができる。

 受付期間

令和２年１月２３日（木）から令和２年２月３日（月）午後４時００分まで

 受付方法

ア 電子メールで受け付ける。詳細は実施要領による。

メールアドレス seishonenka@city.saitama.lg.jp

イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 

ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先

４ に同じ

 質問に対する回答予定日

令和２年２月７日（金）までに行う。

 回答方法

さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069286.html
６ 企画提案書等の提出

 提出書類  

ア 企画提案書（９部） 
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イ 見積書 

 提出期間

令和２年２月７日（金）から令和２年２月１７日（月）まで（休日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後４時まで）

 提出場所

４ に同じ

 提出方法

持参

 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １ に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

カ 企画提案書に関する、各委員の平均得点が６０点以上を満たさない場合 

７ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、さいたま市若者自立支援ルーム事業委託業務事業者選定委員会に

おいて、企画提案書等の内容について審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、

実施要領を参照すること。

８ その他  

 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

 この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は、返却しない。 

 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

 詳細は、実施要領による。 

９ 連絡先  

さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市子ども未来局子ども育成部青少年育成課管理育成係  

電話  ０４８（８２９）１７１６ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６０ 
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さいたま市告示第８９号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和２年１月２１日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

１月

１６日
犬 見沼区東門前

トイ

プードル
メス 茶 5～8歳 有 首輪：赤色布製星柄

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示第９０号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和２年 １月１０日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 １５９台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/01/06 東浦和駅 埼玉県警11-1495643 B1F75606            

2020/01/06 南浦和駅東口 埼玉県警13-3217284 B2J15439            

2020/01/06 南浦和駅西口 埼玉県警16-6019419 A1212503840         

2020/01/06 南浦和駅西口 埼玉県警17-7033903 F70205877           

2020/01/06 南浦和駅西口 愛知県警13-ｺ-91547 GF3D45666           

2020/01/06 武蔵浦和駅 埼玉県警02-2199024 R20300517           

2020/01/06 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8169577 GZ7M07982           

2020/01/06 武蔵浦和駅 綾瀬H-39412 A15AH90656          

2020/01/06 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5270408 A14AB10842          

2020/01/07 南浦和駅東口 埼玉県警16-616690? A16HA11867          

2020/01/07 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5178926 B5B01810            

2020/01/07 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193866999 S9WF03975           

2020/01/08 東浦和駅 埼玉県警14-4230369 S0A305568           

2020/01/08 南浦和駅東口 不明 CW40701655          

2020/01/08 南浦和駅西口 埼玉県警16-6477154 A16AE03829          

2020/01/08 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7489583 A17AG11388          

2020/01/08 武蔵浦和駅 不明 FS3K5415            

2020/01/08 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5212119 SPA175927           

2020/01/08 西浦和駅 埼玉県警18-8183379 H8F15954            

2020/01/09 東浦和駅 埼玉県警18-8414049 G180407985          

2020/01/09 南浦和駅東口 埼玉県警07-7166075 LF123513            

2020/01/09 武蔵浦和駅 埼玉県警10-0467658 B0B11785            

2020/01/09 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6406912 SQC154932           

2020/01/09 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8115628 A17AA91518          

2020/01/09 武蔵浦和駅 埼玉県警19-190143260 T17A0095            

2020/01/09 西浦和駅 埼玉県警19-193285899 F190587611          

2020/01/14 1/9 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/01/10 東浦和駅 埼玉県警02-2099316 K1B21242            

2020/01/10 南浦和駅東口 埼玉県警09-9400732 K7J20085            

2020/01/10 南浦和駅東口 不明 SSK306088           

2020/01/10 南浦和駅東口 不明 FS5A8175            

2020/01/10 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4339450 B3J27525            

2020/01/10 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7381750 B7E50129            

2020/01/14 2/9 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/01/06 大宮駅東口 埼玉県警04-4249644 S4B56608            

2020/01/06 大宮駅東口 埼玉県警19-194720033 STJ329275           

2020/01/06 大宮駅東口 埼玉県警19-190060152 P189AN040462        

2020/01/06 大宮駅東口 不明 AJ190800212         

2020/01/06 大宮駅西口 不明 G170905602          

2020/01/06 大宮駅西口 埼玉県警18-8519267 A18AG14369          

2020/01/06 大宮駅西口 埼玉県警18-8377121 S71022901           

2020/01/06 大宮駅西口 埼玉県警16-6223063 SQA017901           

2020/01/06 大宮駅西口 埼玉県警11-1610660 FJT1G00702          

2020/01/06 大宮駅西口 不明 不明 

2020/01/06 大宮駅西口 埼玉県警17-7470144 T16D0404            

2020/01/06 宮原駅東口 埼玉県警17-7380643 H7G37402            

2020/01/06 宮原駅東口 埼玉県警17-7176427 TC6DF536            

2020/01/06 宮原駅西口 埼玉県警11-1580611 S1G66024            

2020/01/06 東大宮駅東口 埼玉県警15-5579389 KAE0642748          

2020/01/06 東大宮駅東口 埼玉県警16-6485818 SX10030900          

2020/01/06 東大宮駅東口 埼玉県警19-190055566 K8D03165            

2020/01/06 東大宮駅東口 埼玉県警07-7346144 G73G50200           

2020/01/06 東大宮駅東口 埼玉県警15-5547668 SPE112231           

2020/01/06 東大宮駅西口 茨城県警察C412051 SJG17155            

2020/01/06 大和田駅 埼玉県警13-3506855 LCG07935            

2020/01/06 大和田駅 埼玉県警12-2383190 B1E24275            

2020/01/06 大和田駅 千葉県警ﾇ-142149 A13PK338862         

2020/01/06 大和田駅 埼玉県警12-2627883 OZ14307             

2020/01/06 西大宮駅南口 埼玉県警17-7395318 S7G205091           

2020/01/07 大宮駅東口 埼玉県警17-7417890 LY17F01075          

2020/01/14 3/9 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/01/07 大宮駅西口 不明 A13A057066          

2020/01/07 大宮駅西口 不明 FA10986             

2020/01/07 宮原駅東口 埼玉県警17-7055985 S9605841            

2020/01/07 土呂駅西口 不明 MZ10111             

2020/01/07 東大宮駅西口 埼玉県警11-1634016 S1H03039            

2020/01/07 東大宮駅西口 埼玉県警14-4448074 VF14A07512          

2020/01/07 日進駅 埼玉県警16-6213210 A16AH14824          

2020/01/07 日進駅 埼玉県警11-1313252 K11AK00252          

2020/01/07 吉野原駅 埼玉県警18-8172158 A18AA70670          

2020/01/07 吉野原駅 不明 GC6K38407           

2020/01/08 大宮駅東口 埼玉県警14-4336030 B3L74295            

2020/01/08 大宮駅西口 埼玉県警14-4078114 B3K49593            

2020/01/08 大宮駅西口 栃木県警3315570 G7CU0444            

2020/01/08 指扇駅 埼玉県警17-7153380 S7A006254           

2020/01/08 新都心駅東口 埼玉県警01-1184511 12B0384             

2020/01/08 西大宮駅南口 埼玉県警18-8426386 MD18024697          

2020/01/09 大宮駅東口 埼玉県警17-7512984 FC7K03163           

2020/01/09 大宮駅東口 不明 EB190900132         

2020/01/09 大宮駅西口 埼玉県警17-7441187 V170505398          

2020/01/09 大宮駅西口 埼玉県警16-6540911 A16AH89368          

2020/01/09 大宮駅西口 埼玉県警19-193789676 VKK0468             

2020/01/09 宮原駅西口 埼玉県警18-8001928 CACF1358            

2020/01/09 宮原駅西口 埼玉県警17-7442399 STPAA00517          

2020/01/09 東大宮駅東口 埼玉県警13-3433912 B2X20560            

2020/01/09 東大宮駅東口 静岡県警J2986531 SNK452609           

2020/01/09 今羽駅 埼玉県警17-7229849 S6L153346           

2020/01/14 4/9 ページ

-154-



撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/01/09 新都心駅東口 埼玉県警18-8217415 B7K00037            

2020/01/09 新都心駅東口 埼玉県警18-8173370 SNSD203982          

2020/01/09 新都心駅東口 埼玉県警19-193263879 不明 

2020/01/09 新都心駅東口 埼玉県警19-194203233 STSEF01002          

2020/01/10 大宮駅東口 埼玉県警16-6095991 GF6D89004           

2020/01/10 大宮駅東口 埼玉県警17-7262401 STPJF00915          

2020/01/10 大宮駅東口 埼玉県警18-8001742 SLK113906           

2020/01/10 大宮駅東口 埼玉県警18-8286939 V180504589          

2020/01/10 宮原駅東口 埼玉県警18-8000927 STQAF00567          

2020/01/14 5/9 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/01/06 浦和駅西口 不明 XC171100354         

2020/01/06 浦和駅西口 埼玉県警17-7011272 H6J39277            

2020/01/06 浦和駅西口 埼玉県警14-4622005 U138U19896          

2020/01/06 浦和駅西口 埼玉県警13-3432032 S2C90817            

2020/01/06 浦和駅西口 埼玉県警18-8077748 T17I 01956           

2020/01/06 北浦和駅西口 埼玉県警12-2450032 AS120302259         

2020/01/06 北浦和駅西口 埼玉県警19-194027893 F190673391          

2020/01/06 北浦和駅西口 赤羽F-74018 S7B100262           

2020/01/06 北与野駅 埼玉県警11-1419519 151QF086            

2020/01/06 北与野駅 不明 ES161780            

2020/01/06 北与野駅 埼玉県警19-190029026 A18AD16053          

2020/01/06 北与野駅 埼玉県警19-191703006 G8H09977            

2020/01/06 北与野駅 埼玉県警15-5268078 A15AB03774          

2020/01/06 与野本町駅 立川J-95239 CT201610            

2020/01/06 与野本町駅 埼玉県警11-1590068 10C4386             

2020/01/06 与野本町駅 不明 YF16090194          

2020/01/06 与野本町駅 小松川G-31304 KLB1240238          

2020/01/06 南与野駅 埼玉県警12-2626359 SLE101021           

2020/01/07 浦和駅東口 埼玉県警16-6153519 SPL143769           

2020/01/07 北浦和駅東口 埼玉県警15-5472724 H5HO6009            

2020/01/07 北浦和駅東口 埼玉県警16-6470111 A16AG05377          

2020/01/07 北浦和駅西口 埼玉県警15-5576169 PS4K00022           

2020/01/07 北浦和駅西口 埼玉県警13-3424935 B3D06943            

2020/01/07 与野駅東口 埼玉県警14-4111259 SNL1881173          

2020/01/07 新都心駅西口 埼玉県警18-8124351 T47BG403            

2020/01/07 南与野駅 埼玉県警19-192138133 S9WD07315           

2020/01/14 6/9 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/01/08 北浦和駅東口 埼玉県警19-192665329 STC054702           

2020/01/08 北浦和駅東口 埼玉県警15-5587244 A13AE60196          

2020/01/08 北浦和駅東口 埼玉県警16-6216702 SQ8040948           

2020/01/08 北浦和駅東口 埼玉県警15-5207922 A15AA73481          

2020/01/08 北浦和駅東口 埼玉県警17-7530817 S7701716            

2020/01/08 北浦和駅東口 埼玉県警17-7522413 S7I 104746           

2020/01/08 北浦和駅西口 埼玉県警18-8169710 C2DC3802            

2020/01/08 北浦和駅西口 埼玉県警19-192137217 STRJZ01460          

2020/01/08 北浦和駅西口 埼玉県警14-4277318 KAD0241322          

2020/01/08 北浦和駅西口 埼玉県警15-5442504 SPG022303           

2020/01/08 北浦和駅西口 埼玉県警16-6211710 S512073415          

2020/01/08 与野駅東口 埼玉県警17-7104182 VF6I 00457           

2020/01/08 与野駅東口 埼玉県警19-194866054 S0B22830            

2020/01/09 浦和駅東口 埼玉県警17-7159083 不明 

2020/01/09 浦和駅西口 埼玉県警15-5009936 B3X79632            

2020/01/09 与野駅東口 埼玉県警19-192703948 STRJY13251          

2020/01/09 中浦和駅 不明 A15AG24846          

2020/01/09 南与野駅 埼玉県警18-8115161 B7X51809            

2020/01/10 浦和駅西口 埼玉県警19-192465400 GC9B11780           

2020/01/10 浦和駅西口 埼玉県警18-8096062 B7J79178            

2020/01/10 浦和駅西口 埼玉県警11-1314035 S1A63686            

2020/01/10 北浦和駅東口 埼玉県警19-190212580 SSL360261           

2020/01/10 北与野駅 埼玉県警13-3180431 A12AK01935          

2020/01/10 与野本町駅 埼玉県警19-194259522 F190786735          

2020/01/10 与野本町駅 埼玉県警18-8414316 V180921371          

2020/01/10 与野本町駅 埼玉県警19-194259530 F190791496          

2020/01/14 7/9 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/01/10 南与野駅 埼玉県警12-2407721 B2E86833            

2020/01/14 8/9 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2020/01/06 岩槻駅 埼玉県警16-6136132 SPK065930           

2020/01/07 岩槻駅 群馬県警30038672 SLA98419            

2020/01/08 岩槻駅 埼玉県警17-7168763 SV6I 00467           

2020/01/09 浦和美園駅 埼玉県警18-8155287 GZ7J10533           

2020/01/09 浦和美園駅 埼玉県警15-5471611 A15AB48655          

2020/01/09 浦和美園駅 埼玉県警07-7322929 C57UD281            

2020/01/10 岩槻駅 埼玉県警19-194528990 KAH0640881          

2020/01/10 岩槻駅 埼玉県警17-7050817 VF6I 02618           

2020/01/10 岩槻駅 埼玉県警18-8229789 SSD056623           

2020/01/10 東岩槻駅 埼玉県警10-0290817 9Q06200             

2020/01/10 東岩槻駅 埼玉県警19-192774420 STD075887           

2020/01/10 東岩槻駅 埼玉県警16-615?201 C8AD2677            

合計： 158台

2020/01/14 9/9 ページ
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No 撤去年月日 撤去場所 車両番号 車種 色 保管場所 車体番号

1 1月8日 北浦和駅東口 見沼区さ８２２２
ホンダ
ＤＩＯ

紺 吉野原保管所 AF34-3486483

保管告示台帳（原動機付自転車）
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第９１号 

さいたま市みどりの条例（平成１３年さいたま市条例第２４８号）第１４条の規定に基づき、指定

緑地の指定を次のとおり解除したので告示する。

令和２年１月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保存緑地第４７９・５７６号

（１） 解除年月日  令和元年１２月１７日

（２） 所 在 地  さいたま市見沼区大字蓮沼字中田 450-2、451-2、451-3 
（３） 区 域 面 積  989㎡
（４） 地 目  山林

（５） 図 面  別添のとおり
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第９２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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市岩槻区大字鹿室字中宿２９２番４ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 

３ 許可番号

 令 和 元 年  ８ 月 ２ ８ 日

 第開‐Ｎ２０１９０７２号

４ 検査済証番号

 令 和 ２ 年  １ 月 １ ７ 日

 第完‐Ｎ２０１９０７２号
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第９３号

さいたま市環境影響評価条例（平成１５年さいたま市条例第３２号）第２２条の規定により、さい

たま市緑区美園一丁目において計画されている「（仮称）ＤＰＬ浦和美園新築計画」に係る環境影響

評価書及び関係書類の提出があった旨及び縦覧の場所等を公告するものである。 

令和２年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 事業概要 

 (1)事業者の名称、代表者氏名及び所在地 

  名   称 大和ハウス工業株式会社 

  代表者氏名 代表取締役 芳井 敬一 

所 在 地 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番５号 

 (2)対象事業の名称、種類及び規模 

 名   称 （仮称）ＤＰＬ浦和美園新築計画 

種   類 大規模建築物の建設 

規   模 延床面積：約90,542㎡ 

 (3)対象事業実施区域 さいたま市緑区美園一丁目 

 (4)関係地域の範囲  さいたま市緑区、見沼区及び岩槻区のうち、対象事業実施区域の周囲１．

５キロメートル以内の地域 

２ 縦覧場所 

 市役所７階 環境局環境共生部環境対策課 

 各区役所情報公開コーナー 

 各市立図書館、美園公民館、岩槻南部公民館 

３ 縦覧期間及び縦覧時間 

期間：令和２年１月２０日（月）から令和２年２月３日（月）まで 

  時間：縦覧場所 、 は開庁日の午前９時から午後４時３０分まで。 は各施設の開館時間によ

る。 

４ 連絡先 

 担当 さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係 

 電話 ０４８（８２９）１３３２ 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第９４号 

さいたま市の発注する「田島大牧線２工区街路築造工事（Ｒ１）」ほか６件の一般競争入札につい

て、次のとおり公告する。 

令和２年１月２０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格

者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定

める参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任で配置する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であるこ

と。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

コ アからケまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって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

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、

監理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技

術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定
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めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事
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ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数
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制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者

実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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契約整理番号 ３１－４４５９－２１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 田島大牧線２工区街路築造工事（Ｒ１）

工事場所 さいたま市浦和区岸町７丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年３月２３日まで

概要 延長 77.8m 土工一式 擁壁工 47m 排水構造物工 25m 構造物撤去工一式 仮

設工一式 舗装工 367 ㎡ 

予定価格（税込） ２０，４７１，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年１月２８日（火）午前９時から

令和２年１月３０日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年１月３１日（金）午前９時から

令和２年２月 ３日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月４日（火）午後１時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２０日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２０日（月）午前９時から

令和２年１月２７日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年１月３０日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 無

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－８４０－６２１１

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４４６５－４６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 スマイルロード整備工事（Ｒ２市道Ｌ５４０号線）

工事場所 さいたま市緑区芝原１丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年７月３日まで
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概要 概算数量発注方式による発注 延長 155.5m 幅員 3.8～3.9m 道路土工 掘削

330   舗装工 舗装版切断（As 舗装版、15cm 以下）62m 舗装版破砕（As 舗装

版、15cm 以下）608 ㎡ 下層路盤（RC-40、t＝24cm）608 ㎡ 上層路盤（RM-

40、t＝23cm）608 ㎡ 基層（再生粗粒度 As-20、t＝7cm）608 ㎡ 表層（再生密

粒度 As-13、t＝5cm）608 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年１月２８日（火）午前９時から

令和２年１月３０日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年１月３１日（金）午前９時から

令和２年２月 ３日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月４日（火）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２０日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２０日（月）午前９時から

令和２年１月２７日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年１月３０日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－３２７１－１６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 浦和東部第一特定土地区画整理事業 擁壁設置工事（Ｒ１－１）

工事場所 さいたま市緑区大字中野田地内

履行期間 契約確定の日から令和２年３月２７日まで

概要 道路土工 掘削工 330   路体盛土工 180   残土処理工 230   擁壁工 現場

打ちＬ型擁壁 （H＝800）15.16m （H＝900）26.95m （H＝1000）17.06m （H

＝1100）42.48m （H＝1200）74.24m 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年１月２８日（火）午前９時から

令和２年１月３０日（木）午後５時まで
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入札書提出期間 令和２年１月３１日（金）午前９時から

令和２年２月 ３日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月４日（火）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２０日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２０日（月）午前９時から

令和２年１月２７日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年１月３０日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 無

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市緑区大字大門２５６４番地６ 

さいたま市都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 

電話 ０４８－８７８－５１４０

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４２５６－４

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 大門ポンプ場直流電源装置更新工事（下維－Ｒ１－Ｐ１２）

工事場所 さいたま市緑区美園６－１４

履行期間 契約確定の日から令和２年７月３１日まで

概要 直流電源装置更新工事一式 

予定価格（税込） １６，３５７，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年１月２８日（火）午前９時から

令和２年１月３０日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年１月３１日（金）午前９時から

令和２年２月 ３日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月４日（火）午後２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級又はＢ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。
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施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２０日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２０日（月）午前９時から

令和２年１月２７日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年１月３０日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局下水道部下水道維持管理課

電話 ０４８－８２９－１５６１

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４２５６－５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 公園ポンプ場外合流改善スクリーン遠隔監視システム更新工事（下維－Ｒ１－Ｐ

１４）

工事場所 さいたま市大宮区寿能町２－４６６－１外

履行期間 契約確定の日から令和２年８月１４日まで

概要 合流改善スクリーン遠隔監視システム更新一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年１月２８日（火）午前９時から

令和２年１月３０日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年１月３１日（金）午前９時から

令和２年２月 ３日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月４日（火）午後２時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 機械器具設置工事業 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種で登載された者であること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店、支店又は営業所を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の機械器具設置工事について、本公告日以前３箇月において、通知した

「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を

下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基

準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２０日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２０日（月）午前９時から

令和２年１月２７日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年１月３０日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有
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その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市建設局下水道部下水道維持管理課

電話 ０４８－８２９－１５６１

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４３５６－１２０

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 暮らしの道路整備工事（市道３１１８６号線外１路線）

工事場所 さいたま市西区大字内野本郷地内

履行期間 契約確定の日から令和２年８月３１日まで

概要 延長 121m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 326 ㎡ 上層路盤 326 ㎡ 表層 355 ㎡ 

排水構造物工 長尺 U 形側溝 183m 集水桝 7 箇所 横断暗渠 5m 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年１月２８日（火）午前９時から

令和２年１月３０日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年１月３１日（金）午前９時から

令和２年２月 ３日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月４日（火）午後２時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２１年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２０日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２０日（月）午前９時から

令和２年１月２７日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年１月３０日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 
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電話 ０４８－６４６－３２０６

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４７６２－１５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 （仮称）新大砂土東分団車庫建設工事

工事場所 さいたま都市計画事業島町西部土地区画整理事業１３街区２３画地

履行期間 契約確定の日から令和２年１０月３０日まで

概要 ・消防分団車庫の新築工事（Ｓ造、地上２階建て、延べ面積 98.89 ㎡） ・外構

工事（ホース乾燥塔、道路乗入部、緑化工事を含む。） ・防火貯水槽の新設工

事 40  

予定価格（税込） ６８，８０５，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後１時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 建築工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２０日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２０日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 － 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市建設局建築部営繕課

電話 ０４８－８２９－１５２７

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第９５号

公募型プロポーザル方式の手続きの開始

ワークステーションさいたま運営事業について、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出

を招請します。

令和２年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

ワークステーションさいたま運営事業

 履行場所

さいたま市内等 

 業務概要 

要求水準書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和２年３月３１日まで 

 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は５５，６６２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本招請日において、「平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）」

に登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加していないこ

と。 

 本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」

という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さい

たま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間

がない者であること。 

 市内に本社、支店、営業所等の活動拠点を有すること。活動拠点を有しない場合は、拠点活動

区域または優先活動区域を、市内又は埼玉県内とする専任担当者を配置できること。 
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 職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３０条に規定する有料職業紹介事業の許可を受け

ていること。 

３ 企画提案に係る実施要項等の交付

 交付方法

ア 書面にて交付（交付場所は次のとおり）

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所５階

 さいたま市経済局商工観光部労働政策課労政係 

電話 ０４８（８２９）１３７０

イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069341.html
 交付期間

本招請日から令和２年２月１８日（火）午後４時００分まで（休日を除く午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後４時まで） 

４ 質問の受付及び回答

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり

質問することができる。

 受付期間

令和２年１月２０日（月）から令和２年２月５日（水）午後４時まで

 受付方法

ア 電子メールで受け付ける。詳細は実施要項による。

メールアドレス rodo-seisaku@city.saitama.lg.jp

イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 

ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先

３ アに同じ

 質問に対する回答予定日

令和２年２月７日（金）までに行う。

 回答方法

さいたま市ホームページ上に、質問及び回答を公表する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069341.html
５ 企画提案書等の提出

 提出書類  

  実施要項のとおり

 提出期間

本招請日から令和２年２月１８日（火）まで（休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後４時まで）

 提出場所

３ アに同じ

 提出方法

持参（郵送不可）
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 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １ に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

６ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、ワークステーションさいたま運営事業受託事業者選定委員会にお

いて、企画提案書及び関係書類、事業者によるプレゼンテーションをもとに審査を行い決定す

る。 

なお、審査方法等詳細については、実施要項を参照すること。

７ その他  

 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

 この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は、返却しない。 

 詳細は、実施要項による。 

８ 連絡先  

 さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所５階

   さいたま市経済局商工観光部労働政策課労政係 

  電 話 ０４８（８２９）１３７０ 

   ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 
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さいたま市告示第９６号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和２年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

・ 市県民税 督促状

・ 固定資産課税・都市計画税 督促状

・ 国民健康保険税 督促状

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

  督促状

別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課

 電話 ０４８（８２９）１７３２～１７３４
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さいたま市告示第９７号

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、つぎのとおり公示送達をする。

令和２年１月２０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

・ 市県民税（普通徴収） 督促状

・ 市県民税（特別徴収） 督促状

・ 固定資産税・都市計画税 督促状

・ 軽自動車税 督促状

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

   別紙のとおり（別紙省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。

 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

電話 ０４８（６４６）３０８１
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さいたま市告示第９８号

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の位置を廃止及

び一部廃止したので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条の２第

３項の規定により、次のとおり告示する。

令和２年１月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路廃止の概要

・ 次の表のとおり

道路の位置の地番 
指定日 指定番号 幅員(m) 延長(m) 

区名 大字・町名 字・丁目 地番 

緑区 大間木 水深 

149 番 2、150 番 4、

150 番 5、150 番 9、

161番 2の一部、161

番 3 の一部、211 番

2 

昭和 63 年

9 月 29 日 
第 13 号 6.00 59.98 

緑区 大間木 水深 
138 番 6、138 番 7、

138 番 10 

平成 2 年 3

月 23 日 
第 25 号 5.00 15.47 

緑区 大間木 水深 237 番 4、237 番 8 
昭和 44 年

10 月 6 日 
第 738 号 4.00 18.80 

緑区 大間木 水深 244 番 1 
昭和 48 年

7 月 7 日 
第 82 号 4.00 25.00 

緑区 大間木 水深 354 番 1、354 番 6 
昭和 47 年

7 月 19 日 
第 86 号 4.00 24.76 

緑区 大間木 水深 322 番 7 
昭和 46 年

2 月 16 日 
第 926 号 4.00 34.65 

２ 道路一部廃止の概要

 ・次の表のとおり

道路の位置の地番 
指定日 指定番号 幅員(m) 延長(m) 

区名 大字・町名 字・丁目 地番 

緑区 大間木 水深 178 番 4 
昭和 38 年

7 月 26 日 
第 342 号 4.00 

21.13 

(総延長 

47.85) 

-182-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第９９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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市岩槻区美園東一丁目１番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 越谷市南越谷一丁目２１番２号

 株式会社中央住宅 代表取締役 品川 典久

３ 許可番号

 令和 元年１１月２９日

 第変－Ｎ２９１３２号

４ 検査済証番号

令和 ２年 １月２０日

第完‐Ｎ２９１３２号
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さいたま市告示第１００号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号の規定により告示する。

令和２年１月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 廃止した施設・事業所

（１）老人デイサービスセンター ハートランド浦和

ア 住所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 3丁目 15番 13号
イ 事業種別 通所介護

ウ 申請者 医療法人財団 聖蹟会

エ 申請者住所 埼玉県桶川市坂田 1726 
オ 代表者 理事長 吉村 一義

カ 指定番号 1170100810 
キ 廃止年月日 令和元年 1２月 3０日

（２）老人デイサービスセンター ハートランド浦和

ア 住所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋 3丁目 15番 13号
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス

ウ 申請者 医療法人財団 聖蹟会

エ 申請者住所 埼玉県桶川市坂田 1726 
オ 代表者 理事長 吉村 一義

カ 指定番号 1170100810 
キ 廃止年月日 令和元年 1２月 3０日

２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係

 電話 ０４８（８２９）１２６５
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さいたま市告示第１０１号

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の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和２年１月２１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

(1) 住所 さいたま市浦和区常盤十丁目１５番１６号

(2) 氏名 ポラスマイホームプラザ株式会社 代表取締役 中内 啓夫

２ 位置指定道路の概要

(1) 道路の位置 さいたま市浦和区皇山町１０７５番６

(2) 指定の年月日 令和２年１月２１日

(3) 指定の番号 第南１９－０４５号

(4) 道路の幅員 ４．００ｍ

(5) 道路の延長 １３．１５ｍ
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さいたま市告示第１０２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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市緑区大字三室字中原後２０２番４、２０２番６０、２０２番６１、２０２番６２、２

０２番６３、２０２番６４、２０２番６５、２０２番６６、２０２番６７

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都渋谷区代々木２－１－１

積和不動産関東株式会社 代表取締役 尾形 則昭

３ 許可番号

 令和元年７月２５日

 第 開‐Ｓ２０１９０３０ 号

４ 検査済証番号

 令和２年１月２１日

 第 完‐Ｓ２０１９０３０ 号
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さいたま市告示第１０３号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和 2年１月 28日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和２年１月２２日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

１月

１８日
猫 浦和区神明 雑種 メス 白茶 5～8歳 無 負傷動物

１月

１９日
猫 南区松本 雑種 オス 黒 10~12歳 無 負傷動物

１月

１９日
猫 中央新中里 雑種 オス 白黒

6～12か
月

有
緑色ゴム 鈴付

負傷動物

１月

２１日
犬 北区吉野町 雑種 オス 白茶 5~8歳 有 青色・革製

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示第１０４号

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。 

令和２年１月２２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

 所在地 さいたま市浦和区 

 名 称 さいたま市母子生活支援施設けやき荘 

２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地 さいたま市大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

 代表者 理事長 船戸 均 

３ 指定する期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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さいたま市告示第１０５号 

公の施設の指定管理者を、さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第

１項の規定により、次のとおり指定する。

令和２年１月２２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

所在地 名称

さいたま市浦和区領家１丁目５番１６号 さくら草学園

さいたま市中央区大戸２丁目７番１７号 さいたま市杉の子園

さいたま市見沼区春野２丁目３番５号 さいたま市はるの園

２ 指定管理者に指定する団体

 所在地 さいたま市大宮区土手町１丁目２１３番地１

 名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

 代表者 理事長 船戸 均

３ 指定する期間

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所 子ども未来局 総合療育センターひまわり学園 総務課 管理係

 電話 ０４８（６２２）１２１１
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さいたま市告示第１０６号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。

令和２年１月２３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 届出の概要

 大規模小売店舗の名称及び所在地

名   称 ヤオコー大宮盆栽町店

所 在 地 さいたま市北区盆栽町４８５番地１

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

名   称 エムエル・エステート株式会社 

代表者氏名 代表取締役社長 芳野 秀俊 

住   所 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

 変更した事項

大規模小売店舗の設置者の名称

（変更前）ケイエル・リース＆エステート株式会社

（変更後）エムエル・エステート株式会社

 変更の年月日

令和元年１０月１日

 変更する理由

商号変更のため

２ 届出年月日 

 令和２年１月１０日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 令和２年１月２３日から令和２年５月２５日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９４４

 大宮区役所区民生活部地域商工室

 住所 さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 

 電話 ０４８（６４６）３０９３

FAX ０４８（６４６）３１５１

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。

 意見書の提出期間
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令和２年１月２３日から令和２年５月２５日まで。

 意見書の提出先

 さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

郵便番号 ３３０－９５８８

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）１３６４

FAX ０４８（８２９）１９４４
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さいたま市告示第１０７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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区西大宮三丁目６２番３９、６２番４０

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 （省略） 

３ 許可番号

 令 和 元 年 ８ 月 ２ １ 日

第開－Ｎ２０１９０６５号

４ 検査済証番号

令 和 ２ 年 １ 月 ２ ２ 日

第完－Ｎ２０１９０６５号
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さいたま市告示第１０８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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市見沼区大字御蔵字木野下１１４７番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 東京都西東京市東伏見三丁目６番１９号

タクトホーム株式会社 代表取締役 小寺 一裕

３ 許可番号

 令 和 元 年  ９ 月 ２ ５ 日

第開－Ｎ２０１９０７８号

４ 検査済証番号

 令 和 ２ 年  １ 月 ２ ２ 日

第完－Ｎ２０１９０７８号
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さいたま市告示第１０９号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和２年１月２８日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和２年１月２３日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

１月

２２日
犬 中央区本町西 ﾖｰｸｼｬﾃﾘｱ メス 黒茶 10～15歳 無

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示第１１０号

令和２・３年度さいたま市葬祭業者登録制度の実施について、次のとおり告示する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ さいたま市葬祭業者登録制度の概要について

死亡した者の葬祭を行う親族がいない、又は親族がいても葬祭の執行を拒否する場合、各福祉事

務所（各区役所福祉課）が葬祭業者に葬祭を依頼します。

  さいたま市葬祭業者登録制度とは、このような場合の葬祭業者の選定について、さいたま市の区

ごとに葬祭業者の登録名簿を作成し、その名簿に登載されている業者へ葬祭の依頼を行う制度です。

本登録は令和２年４月１日から２年間有効となります。

２ さいたま市葬祭業者登録制度の対象業者について

 生活保護法の葬祭扶助の範囲の料金で葬祭を行うこと。

 遺体の移送を伴うことから、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業を行って

おり、さいたま市内に事業所又は営業所が存在し、かつ、その事業所又は営業所に霊柩車又は寝

台車を１台以上保有していること。

 遺体を一時的に保管する場所を有していること。

３ さいたま市葬祭業者登録制度に登録することができない者

  ２の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は申請することができません。

 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

 正当な理由なく、本制度により依頼した業務の全部又は一部を履行しなかったことがある者

 故意に虚偽の事実に基づき過大な額で請求を行ったことがある者

 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）がその事業活動を支配している場合、その他暴

力団員との関係が特に認められる者

 国税（消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業者にあっては申告所得税

及び復興特別所得税）について未納がある者

 別に定める期間で、地方税（法人にあっては法人市民税、個人事業者にあっては個人市民税）

について未納がある者

 個人事業者の場合は、さいたま市に住民登録を有していない者

 法人の場合は、さいたま市内に事業所又は営業所を有していない者

  から までに掲げる者のほか、その行った当該業務に関して不適切な行為をしたことがある

又は関係法令の規定に反した等の理由により当該業務を行わせることが不適切であると認められ

る者

４ 変更等の届出

 名簿登載者は、申請内容について変更が生じたときは、直ちに届け出るものとします。

 名簿登載者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて

届け出るものとします。

  ア ３第１項に該当する者となったとき。

  イ 法人が解散又は個人事業者の代表者が死亡したとき。
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  ウ 営業停止命令を受けたとき。

  エ 営業の休止又は再開をしたとき。

  オ 営業の廃止をしたとき。

  カ 金融機関に取引を停止されたとき。

  キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったと

き、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。

  ク 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったと

き、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。

５ 登録名簿からの抹消

 名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を登録名簿から抹消するものとし

ます。

  ア ３第１項から同第９項に該当する者となったとき。

  イ 法人の解散又は個人事業者の代表者の死亡を確認したとき。

  ウ 営業を廃止したとき。

  エ 金融機関に取引を停止されたとき。

  オ 登録名簿からの抹消を申し出たとき。

 名簿登載者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を登録名簿から抹消することがで

きるものとします。

  ア ４第１項又は同第２項（ウ及びエに係るものに限る。）の規定による届出を怠ったとき。

  イ 本制度に係る申請、変更に関する届出等に際し、虚偽の記載又は重要な事項について記載を

しなかったことが判明したとき。

６ 説明会の日時、場所について

 日時 令和２年２月１８日（火） 午前１０時００分から正午まで

 場所 さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 大宮区役所６階 ６０１会議室

７ 説明会の参加について

 参加ご希望の方は、別紙１「令和２・３年度さいたま市葬祭業者登録制度説明会出席連絡票」

に記載の上、令和２年２月１０日（月）までにＦＡＸ、郵送（令和２年２月７日消印有効）、又

は電子メールで御送付ください。

 会場の都合により１業者１名とさせていただきます。

 筆記用具を御持参ください。

８ 申請書類について

 提出期間 令和２年２月１８日（火）から令和２年３月６日（金）まで

        （閉庁日を除く、午前８時３０分から午後５時まで。ただし、２月１８日は当説明

会終了後からとする。）

 提出場所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所２階 生活福祉課

 提出書類 別紙２「令和２・３年度さいたま市葬祭業者登録制度申請書」及び別紙３「申請書

添付資料一覧表」に記載されている書類

 提出書類に関する注意事項 別紙４「申請書添付資料作成上の注意事項」のとおり

９ 連絡先
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 担当  さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課保護・適正化推進係

 電話  ０４８（８２９）１８４５

 ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１

Ｅ-mail seikatsu-fukushi@city.saitama.lg.jp 
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さいたま市告示第１１１号 

さいたま市小学校用務業務(桜区・浦和区）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方
自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下、「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 一般競争入札に付する事項

 件名

さいたま市小学校用務業務(桜区・浦和区）
 履行場所

さいたま市桜区五関 21 外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 一般競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」、受注希望業種「建物総合管理」及び等級区

分がＡ級で登載され、かつ、本市内に本社を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の公示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模を

同じくする契約を２回以上締結し、かつ、誠実に履行した実績を有するものであること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書等を貸与する。

 交付等場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課人事係 

電話 ０４８（８２９）１６２４

 交付等期間

公示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付等費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等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）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載す

ること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）午前９時３０分

イ 場所

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第１入札室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 最低制限価格

  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加

することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 秘書・総

務係

電話 ０４８（８２９）１６２３  

 業務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 人事係

電話 ０４８（８２９）１６２４ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。

９ その他

 提出された確認申請書類は、返却しない

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議申し立てするこ

とはできない。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課及びホームページにおいて閲覧

できる。

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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 詳細は、入札説明書等による。
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さいたま市告示第１１２号 

さいたま市小学校用務業務(南区・緑区）について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自
治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下、「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 一般競争入札に付する事項

 件名

さいたま市小学校用務業務(南区・緑区）
 履行場所

さいたま市南区太田窪 5-10-6 外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 一般競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」、受注希望業種「建物総合管理」及び等級区

分がＡ級で登載され、かつ、本市内に本社を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の公示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模を

同じくする契約を２回以上締結し、かつ、誠実に履行した実績を有するものであること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書等を貸与する。

 交付等場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課人事係 

電話 ０４８（８２９）１６２４

 交付等期間

公示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付等費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等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）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載す

ること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）午前９時４５分

イ 場所

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第１入札室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 最低制限価格

  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加

することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 秘書・総

務係

電話 ０４８（８２９）１６２３  

 業務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 人事係

電話 ０４８（８２９）１６２４ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。

９ その他

 提出された確認申請書類は、返却しない

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議申し立てするこ

とはできない。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課及びホームページにおいて閲覧

できる。

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

-204-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

 詳細は、入札説明書等による。
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さいたま市告示第１１３号 

さいたま市小学校用務業務(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・岩槻区）について、次のとお
り一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下、「施行令」とい

う。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 一般競争入札に付する事項

 件名

さいたま市小学校用務業務(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・岩槻区）
 履行場所

さいたま市北区日進町 2-911 外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 一般競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」、受注希望業種「建物総合管理」及び等級区

分がＡ級で登載され、かつ、本市内に本社を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の公示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模を

同じくする契約を２回以上締結し、かつ、誠実に履行した実績を有するものであること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書等を貸与する。

 交付等場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課人事係 

電話 ０４８（８２９）１６２４

 交付等期間

公示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付等費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等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）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載す

ること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）午前１０時００分

イ 場所

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第１入札室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 最低制限価格

  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加

することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 秘書・総

務係

電話 ０４８（８２９）１６２３  

 業務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 人事係

電話 ０４８（８２９）１６２４ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。

９ その他

 提出された確認申請書類は、返却しない

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議申し立てするこ

とはできない。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課及びホームページにおいて閲覧

できる。

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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 詳細は、入札説明書等による。
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さいたま市告示第１１４号 

さいたま市中学校用務業務(桜区・浦和区・南区・緑区）について、次のとおり一般競争入札を行
うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下、「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 一般競争入札に付する事項

 件名

さいたま市中学校用務業務(桜区・浦和区・南区・緑区）
 履行場所

さいたま市桜区町谷 1-19-1 外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 一般競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」、受注希望業種「建物総合管理」及び等級区

分がＡ級で登載され、かつ、本市内に本社を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の公示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模を

同じくする契約を２回以上締結し、かつ、誠実に履行した実績を有するものであること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書等を貸与する。

 交付等場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課人事係 

電話 ０４８（８２９）１６２４

 交付等期間

公示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付等費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等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）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載す

ること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）午前１０時１５分

イ 場所

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第１入札室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 最低制限価格

  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加

することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 秘書・総

務係

電話 ０４８（８２９）１６２３  

 業務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 人事係

電話 ０４８（８２９）１６２４ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。

９ その他

 提出された確認申請書類は、返却しない

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議申し立てするこ

とはできない。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課及びホームページにおいて閲覧

できる。

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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 詳細は、入札説明書等による。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１１５号 

さいたま市中学校用務業務(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・岩槻区）について、次のとお
り一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下、「施行令」とい

う。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 一般競争入札に付する事項

 件名

さいたま市中学校用務業務(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・岩槻区）
 履行場所

さいたま市北区櫛引町 2-503-1 外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 一般競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」、受注希望業種「建物総合管理」及び等級区

分がＡ級で登載され、かつ、本市内に本社を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の公示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模を

同じくする契約を２回以上締結し、かつ、誠実に履行した実績を有するものであること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書等を貸与する。

 交付等場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課人事係 

電話 ０４８（８２９）１６２４

 交付等期間

公示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付等費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等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）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載す

ること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）午前１０時３０分

イ 場所

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第１入札室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 最低制限価格

  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加

することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 秘書・総

務係

電話 ０４８（８２９）１６２３  

 業務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 人事係

電話 ０４８（８２９）１６２４ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。

９ その他

 提出された確認申請書類は、返却しない

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議申し立てするこ

とはできない。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課及びホームページにおいて閲覧

できる。

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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 詳細は、入札説明書等による。
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１１６号 

さいたま市特別支援学校用務業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下、「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告す

る。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 一般競争入札に付する事項

 件名

さいたま市特別支援学校用務業務

 履行場所

さいたま市緑区三室 636-80

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 一般競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」、受注希望業種「建物総合管理」及び等級区

分がＡ級で登載され、かつ、本市内に本社を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の公示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模を

同じくする契約を２回以上締結し、かつ、誠実に履行した実績を有するものであること。

３ 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書等を貸与する。

 交付等場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課人事係 

電話 ０４８（８２９）１６２４

 交付等期間

公示の日から令和２年２月７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付等費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等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）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書等に記載す

ること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）午前１０時４５分

イ 場所

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第１入札室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 最低制限価格

  設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加

することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 秘書・総

務係

電話 ０４８（８２９）１６２３  

 業務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 人事係

電話 ０４８（８２９）１６２４ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項

  本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。

９ その他

 提出された確認申請書類は、返却しない

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議申し立てするこ

とはできない。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課及びホームページにおいて閲覧

できる。

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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 詳細は、入札説明書等による。
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さいたま市告示第１１７号 

さいたま市市議会だより印刷製本業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告す

る。 

令和２年１月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市市議会だより印刷製本業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

さいたま市議会が年度４回発行する広報紙「市議会だよりさいたま」の印刷製本に係る業務 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に、業務「製作等」の受注希望業務「パンフレット等」又は「デザ

イン」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 １回当たり発行部数１５万部以上の広報紙を年４回以上定期的に印刷し納入する旨の契約を締

結し、納入した実績を有する、又は、４回目以降の広報紙を告示日現在において納入中である者

であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

 交付方法 

さいたま市議会ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html

 交付期間 
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本入札の告示日から令和２年２月７日（金）まで 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

本入札の告示日から令和２年２月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで 

 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

担当 広報係 電話 ０４８（８２９）１７４８ 

 提出方法 

   持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

４ に同じ

 交付日時 

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の確認通知を受けた者は、令和２年２月１７日（月）午後４時までに、さ

いたま市議会局総務部秘書課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札方法等 

 入札方法 

単価で行う。入札金額は、印刷部数１部当たりに要する金額を入札書に記載することとし、当

該金額（単価）は、１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落札決定に当たっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０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、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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和２年２月２１日（金）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会棟３階第１委員会室 

 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年２月２１日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 入札参加資格者の確認 

ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

８ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できな

い。 

９ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札と

すべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落札

者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１０ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
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１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１７４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１２ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

電話 ０４８（８２９）１７４８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１３ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額（単価）に予定数量を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

１４ 支払条件 

支払いは、実績数量に応じて行う。 

１５ 特記事項 

本入札に係る契約の効果は、令和２年度予算の成立を要件とする。 

１６ その他 

 契約条項等は、さいたま市議会局総務部秘書課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１１８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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市南区内谷二丁目１４１５番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

 令和元年５月２２日

 第 開‐Ｓ２０１９００６ 号

４ 検査済証番号

 令和２年１月２３日

 第 完‐Ｓ２０１９００６ 号
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さいたま市告示第１１９号

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により別紙のとおり（別紙省略）公告します。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人
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さいたま市告示第１２０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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市桜区桜田一丁目１７５９番３

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

令和２年１月２２日

第 変‐Ｓ３０１００ 号

４ 検査済証番号

令和２年１月２３日

 第 完‐Ｓ３０１００ 号

-228-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１２１号

さいたま市中央区役所空調設備等保守管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。 

令和２年１月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 一般競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市中央区役所空調設備等保守管理業務 

 履行場所 

さいたま市中央区下落合５－７－１０外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 一般競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の受注希望業務「電気設備運転」、「空調設

備運転」、「給排水衛生設備運転」及び「ボイラー運転」で登載され、本市内に本社を有してい

る者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と延床面積５，０００㎡以上の

施設における同業務の契約を１回以上締結し、かつ、履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市中央区下落合５－７－１０ さいたま市中央区役所区民生活部総務課 

担当 小川 電話 ０４８（８４０）６０１３ 

 交付期間 

-229-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

告示の日から令和２年２月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２１日（金）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年３月６日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市中央区下落合５－７－１０ さいたま市中央区役所本館３階３０２会議室 

 入札保証金 
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市中央区下落合５－７－１０ さいたま市中央区役所区民生活部総務課 

電話 ０４８（８４０）６０１３ ＦＡＸ ０４８（８４０）６１６０ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

８ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和２年４月１日に確定させる。 

９ その他 

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市中央区役所区民生活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１２２号

さいたま市中央区役所駐車場管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告す

る。 

令和２年１月２４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 一般競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市中央区役所駐車場管理業務 

 履行場所 

さいたま市中央区下落合５－７－１０ 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 一般競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の受注希望業務「駐車場管理」で登載され、

本市内に本社を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、当該業務と種類及び規模（

駐車台数３５台以上）を同じくする契約を１回以上締結し、かつ、履行した実績を有する者であ

ること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市中央区下落合５－７－１０ さいたま市中央区役所区民生活部総務課 

担当 小川 電話 ０４８（８４０）６０１３ 

 交付期間 
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告示の日から令和２年２月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２１日（金）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年３月６日（金）午前１０時３０分 

イ 場所 

さいたま市中央区下落合５－７－１０ さいたま市中央区役所本館３階３０２会議室 

 入札保証金 
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市中央区下落合５－７－１０ さいたま市中央区役所区民生活部総務課 

電話 ０４８（８４０）６０１３ ＦＡＸ ０４８（８４０）６１６０ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

８ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和２年４月１日に確定させる。 

９ その他 

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市中央区役所区民生活部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１２３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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市見沼区大字御蔵字木野下１１１２番６、１１１２番７

さいたま市見沼区大字西山村新田字三王１５９番８

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 （省略）

３ 許可番号

 令和２年 １月 ９日

第変‐Ｎ２０１９０１３号

４ 検査済証番号

令和２年 １月２３日

第完‐Ｎ２０１９０１３号
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さいたま市告示第１２４号

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の位置を廃止し

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定によ

り、次のとおり告示する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

(1) 住所 （省略）

(2) 氏名 （省略）

２ 道路廃止の概要

(1) 道路の位置 さいたま市見沼区大字大谷字向大谷西４０８番４

(2) 廃止の年月日 令和２年 １月２３日

(3) 廃止の番号 第北廃１９－００５号

(4) 道路の幅員 ４．００ｍ

(5) 道路の延長 ２３．５０ｍ
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さいたま市告示第１２５号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和２年１月２４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和２年 １月１８日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 １４４台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/01/14 南浦和駅東口 埼玉県警19-192701627 STRJY11697          

2020/01/14 南浦和駅西口 埼玉県警17-7431671 LY17C07148          

2020/01/14 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6011054 A15AH67203          

2020/01/14 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193401627 GC9C24189           

2020/01/14 武蔵浦和駅 埼玉県警07-7576438 S7I 40064            

2020/01/15 南浦和駅東口 埼玉県警11-1539796 STKGB53829          

2020/01/15 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8323424 SSD050431           

2020/01/15 武蔵浦和駅 埼玉県警12-2190466 MF1K021619          

2020/01/15 西浦和駅 志村F-44743 S9WJ07846           

2020/01/16 東浦和駅 埼玉県警14-4221119 41C3038             

2020/01/16 武蔵浦和駅 埼玉県警13-3279542 STLFA23618          

2020/01/16 武蔵浦和駅 石神井J-46564 A15AH63080          

2020/01/16 武蔵浦和駅 埼玉県警19-191819632 A19AD00196          

2020/01/16 武蔵浦和駅 埼玉県警19-192469082 STA319173           

2020/01/16 西浦和駅 埼玉県警19-194206593 C3DJ9473            

2020/01/16 西浦和駅 千葉県警厶-173115 SQC060461           

2020/01/17 西浦和駅 志村F-44743 S9WJ07846           

2020/01/17 西浦和駅 不明 SBA37694            

2020/01/18 南浦和駅東口 埼玉県警16-6182061 F16037239           

2020/01/18 南浦和駅東口 埼玉県警04-4023364 3F06017             

2020/01/18 南浦和駅東口 埼玉県警16-6318566 B6094384            

2020/01/18 南浦和駅東口 埼玉県警17-7122159 S6L123972           

2020/01/18 南浦和駅東口 王子B-74262 TF1D77505           

2020/01/18 南浦和駅東口 埼玉県警13-3435529 A13AG59023          

2020/01/18 南浦和駅東口 亀有I -66464 GF3K15993           

2020/01/18 南浦和駅東口 埼玉県警19-192703697 S1809354            

2020/01/20 1/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/01/18 南浦和駅東口 埼玉県警17-7180043 A13AF31253          

2020/01/18 南浦和駅西口 埼玉県警19-193889743 B9A58225            

2020/01/18 南浦和駅西口 埼玉県警19-190148165 SL18100742          

2020/01/18 南浦和駅西口 埼玉県警12-2570737 H6D73367            

2020/01/18 南浦和駅西口 不明 F60141078           

2020/01/18 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8404621 V180107093          

2020/01/18 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193851860 A19AC00433          

2020/01/18 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193293867 ZY9L052148          

2020/01/18 西浦和駅 埼玉県警15-5518767 KG5X01325           

2020/01/18 西浦和駅 埼玉県警16-6565891 F151085025          

2020/01/18 西浦和駅 埼玉県警10-0342935 SKE72233            

2020/01/18 西浦和駅 埼玉県警19-194099436 STQFA01873          

2020/01/18 西浦和駅 埼玉県警17-7289630 F539778             

2020/01/18 西浦和駅 埼玉県警15-5366438 B5B01916            

2020/01/18 西浦和駅 不明 SW9K01445           

2020/01/18 西浦和駅 埼玉県警17-7220572 STPLF19784          

2020/01/20 2/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/01/14 大宮駅東口 埼玉県警99-9400460 8YF9090             

2020/01/14 大宮駅東口 埼玉県警17-7441899 S7D028656           

2020/01/14 大宮駅東口 埼玉県警16-6213515 FG1D00155           

2020/01/14 大宮駅東口 埼玉県警17-7102033 V160811037          

2020/01/14 大宮駅西口 埼玉県警19-192138256 D903080378          

2020/01/14 大宮駅西口 埼玉県警14-4225927 F140282790          

2020/01/14 大宮駅西口 埼玉県警13-3553609 A13PI 06869          

2020/01/14 宮原駅西口 不明 ZP16J12489          

2020/01/14 東大宮駅東口 埼玉県警19-191741978 A19AB09939          

2020/01/14 七里駅 埼玉県警14-4472423 ND4A06294           

2020/01/14 七里駅 埼玉県警18-8347935 SSD351510           

2020/01/15 大宮駅東口 埼玉県警17-7526113 SV7I 00635           

2020/01/15 大宮駅東口 埼玉県警16-6095718 V151205587          

2020/01/15 大宮駅西口 茨城県警察D240217 JH6A02863           

2020/01/15 大宮駅西口 立川J-79825 SNG023576           

2020/01/15 東大宮駅東口 不明 CW60201950          

2020/01/16 大宮駅東口 不明 XY170527302         

2020/01/16 大宮駅西口 埼玉県警19-191001974 V180911312          

2020/01/16 大宮駅西口 埼玉県警15-5008045 4D81047             

2020/01/16 大宮駅西口 埼玉県警13-3494828 SNH027012           

2020/01/16 大宮駅西口 埼玉県警15-5440831 S5A26552            

2020/01/16 大宮駅西口 不明 LBC00571            

2020/01/16 東大宮駅東口 千葉県警ｳー 211111 WTU331G5364H        

2020/01/16 東大宮駅西口 埼玉県警15-5415496 SPG036470           

2020/01/17 大宮駅西口 埼玉県警02-2081102 G1XG15981           

2020/01/17 大宮駅西口 不明 SVNL23467           

2020/01/20 3/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/01/17 宮原駅西口 埼玉県警06-6455659 M6H00633            

2020/01/17 大和田駅 埼玉県警19-194725736 GC9G00773           

2020/01/20 4/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/01/14 浦和駅東口 埼玉県警10-0353832 CT0C02707           

2020/01/14 浦和駅東口 埼玉県警11-1374473 NG31550             

2020/01/14 浦和駅西口 不明 03930596            

2020/01/14 浦和駅西口 埼玉県警17-7192977 MF2B004037          

2020/01/14 浦和駅西口 埼玉県警19-194899556 H9H66542            

2020/01/14 北浦和駅東口 埼玉県警17-7337578 GF6M03711           

2020/01/14 北浦和駅東口 埼玉県警16-6014010 B4J22187            

2020/01/14 北浦和駅東口 茅ヶ崎39-0499594 F190781391          

2020/01/14 北浦和駅東口 埼玉県警19-191695356 S9800435            

2020/01/14 北浦和駅西口 不明 ASY1618783          

2020/01/14 北浦和駅西口 埼玉県警13-3113927 C23J4835            

2020/01/14 与野駅東口 埼玉県警13-3444841 T63CF475            

2020/01/14 中浦和駅 埼玉県警18-8331175 C8CF1106            

2020/01/14 北与野駅 埼玉県警12-2514674 GF2F36318           

2020/01/14 北与野駅 埼玉県警16-6217007 A16AA09775          

2020/01/14 北与野駅 埼玉県警17-7526271 F171082517          

2020/01/14 与野本町駅 埼玉県警13-3591551 SNF020792           

2020/01/14 与野本町駅 埼玉県警16-6013125 V151018243          

2020/01/14 与野本町駅 埼玉県警18-8455975 A18AH00242          

2020/01/14 南与野駅 埼玉県警15-5117023 V150103210          

2020/01/14 南与野駅 埼玉県警18-8208057 V171229809          

2020/01/15 浦和駅東口 埼玉県警15-5267573 K9L13813            

2020/01/15 浦和駅東口 埼玉県警13-3142586 A13AD07569          

2020/01/15 浦和駅東口 不明 GF1D32496           

2020/01/15 浦和駅西口 埼玉県警16-6215024 SPL102358           

2020/01/15 浦和駅西口 埼玉県警14-4416114 A14PA09115          

2020/01/20 5/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/01/15 浦和駅西口 埼玉県警17-7010207 F60217733           

2020/01/15 北浦和駅東口 埼玉県警16-6332990 JMH15128351         

2020/01/15 北浦和駅東口 埼玉県警13-3124621 K121000648          

2020/01/15 北浦和駅西口 不明 F81101480           

2020/01/15 北浦和駅西口 不明 T12GF785            

2020/01/15 北浦和駅西口 埼玉県警19-193049451 A19AA75274          

2020/01/15 北浦和駅西口 埼玉県警09-9370032 S8E44692            

2020/01/16 浦和駅西口 栃木県警30-53544 VS14L00829          

2020/01/16 浦和駅西口 埼玉県警16-6542769 H6H25508            

2020/01/16 北浦和駅東口 埼玉県警17-7381360 A17AD08637          

2020/01/16 北浦和駅西口 埼玉県警13-3329506 FBD0K16423          

2020/01/16 中浦和駅 埼玉県警19-192138990 XC181010019         

2020/01/16 南与野駅 埼玉県警14-4244683 A14AA95626          

2020/01/17 浦和駅西口 埼玉県警05-5199404 GF4K50268           

2020/01/17 北浦和駅西口 不明 A202830             

2020/01/17 北浦和駅西口 埼玉県警09-9351010 B9C97627            

2020/01/17 中浦和駅 埼玉県警08-8403383 FJD8E8719           

2020/01/17 北与野駅 埼玉県警17-7440559 VF17F01470          

2020/01/17 北与野駅 京都府警14-0349609 54C2968             

2020/01/17 与野本町駅 埼玉県警19-194253460 STA036017           

2020/01/17 与野本町駅 埼玉県警14-4419908 B4B47554            

2020/01/17 南与野駅 熊本県警Q10531 F71113942           

2020/01/20 6/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2020/01/14 岩槻駅 埼玉県警17-7023122 B6A20359            

2020/01/14 岩槻駅 埼玉県警18-8394271 ZY7L049185          

2020/01/14 岩槻駅 埼玉県警10-0382266 T9L00959            

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警13-3463638 GA3E61637           

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警11-1408836 A0J58148            

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警14-4052494 SNH371020           

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警03-3505103 B3F00742            

2020/01/14 東岩槻駅 不明 SME009764           

2020/01/14 東岩槻駅 千葉県警ﾆ-001421 3F06015             

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警10-0563548 SKE45999            

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警19-194055943 A16MF10095          

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警15-5393213 SPF022810           

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警13-3416881 A99722079           

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警05-5031188 A4L05335            

2020/01/14 東岩槻駅 埼玉県警19-193957609 F101005867          

2020/01/15 東岩槻駅 不明 YZ0900517           

2020/01/15 東岩槻駅 埼玉県警16-6043995 B5B10352            

2020/01/15 東岩槻駅 埼玉県警19-191368665 STSBF04761          

2020/01/15 東岩槻駅 埼玉県警18-8001329 WK17080691          

2020/01/16 岩槻駅 埼玉県警17-7400949 S7G025781           

2020/01/16 東岩槻駅 不明 ZY8L144548          

2020/01/16 東岩槻駅 葛西H-60254 HA481171            

2020/01/16 東岩槻駅 埼玉県警19-190544460 H710090675          

2020/01/16 東岩槻駅 不明 V06L06796           

2020/01/16 東岩槻駅 埼玉県警15-5177445 SPA067804           

2020/01/16 東岩槻駅 不明 ST0JJ41868          

合計： 144台

2020/01/20 7/7 ページ
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１２６号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ２主要地方道さいたま川口線）」ほか５件の一般競争入

札について、次のとおり公告する。 

令和２年１月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格

者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定

める参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任で配置する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であるこ

と。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

コ アからケまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって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

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、

監理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技

術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 
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オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

(1) 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以

下「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定
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めている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価

格が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該

入札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

(2) 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めてい

る場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者が

した入札を失格とする。 

(3) 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなか

った低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌

日）の午後３時までに２(3)及び(4)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提

出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

(4) 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の

翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積

内訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札

者の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その

日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

(5) 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、(3)において提

出された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査にお

いて、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がし

た入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がし

た入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事
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ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない

場合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口におい

て書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数
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制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要

綱、最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者

実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ３１－４４６５－４４

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 道路修繕工事（Ｒ２主要地方道さいたま川口線）

工事場所 さいたま市南区大字大谷口地内

履行期間 契約確定の日から令和２年６月２６日まで

概要 概算数量発注方式による発注 （上り線）延長 143.4m 幅員 6.5m～6.6m （下

り線）延長 142.4m 幅員 6.5m～9.5m 舗装工 路面切削（切削深さ t＝5cm）45

㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12cm）1930 ㎡ 基層（再生粗粒度 As-20、

t＝7cm）1930 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5cm）1980 ㎡ 区画線工一

式 付帯工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 
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２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－３１６２－２７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 南元宿二丁目公園予定地整備工事

工事場所 さいたま市桜区南元宿二丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年７月３１日まで

概要 整備面積 450 ㎡ 施設等撤去工一式 公園土工一式 植栽基盤工一式 植栽工一

式 給水設備工一式 雨水排水設備工一式 照明灯 3 基 園路広場整備工一式 

遊戯施設 2 基 サービス施設整備工一式 管理施設整備工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後２時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 造園工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有
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その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市都市局都市計画部都市公園課 

電話 ０４８－８２９－１４２２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４３５６－１２１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 暮らしの道路整備工事（市道２０８１４号線外２路線）

工事場所 さいたま市見沼区大字東新井地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年８月３１日まで

概要 延長 332m 幅員 4.0m 舗装工 下層路盤 914 ㎡ 上層路盤 971 ㎡ 表層 986 ㎡ 

排水構造物工 長尺 U 字溝 583m 横断暗渠 29m 集水桝 21 箇所 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後２時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は浦和区に、本店を

有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６
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契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４３５６－１２６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 暮らしの道路整備工事（市道２２２９号線）

工事場所 さいたま市岩槻区大字金重地内

履行期間 契約確定の日から令和２年９月３０日まで

概要 延長 126m 幅員 5.8m 舗装工 下層路盤 557 ㎡ 上層路盤 557 ㎡ 表層 568 ㎡ 

排水構造物 長尺 U 型側溝 114m 横断暗渠 3m 集水桝 3 箇所 カルバート工 

プレキャストボックス 3m 付帯工一式 

予定価格（税込） １５，５８７，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後２時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０６

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４４８７－５０

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 浦和第１処理分区下水道工事（南建－Ｒ１－１００９）
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工事場所 さいたま市緑区美園４丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年１２月１１日まで

概要 延長 413.0m 開削工法（管径 250 ㎜塩ビ管）148.5m （管径 200 ㎜塩ビ管）

26.8m 推進工法 管径 250 ㎜塩ビ管（鋼製さや管一重ケーシング）35.5m 管径

250 ㎜塩ビ管（圧入二工程）172.8m 管径 200 ㎜塩ビ管（圧入二工程）29.4m 

マンホール工 現場打１号マンホール 2 基 現場打２号マンホール 3 基 組立１

号マンホール 7 基 組立２号マンホール 1 基 楕円組立マンホール 1 基 付帯工

一式 

予定価格（税込） １１９，８５６，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月１３日（木）午前９時から

令和２年２月１７日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１８日（火）午前９時から

令和２年２月１９日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月２０日（木）午後１時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月１７日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件である。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６３

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４４８７－５１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 南部第１０処理分区下水道工事（南建－Ｒ１－２００３）

工事場所 さいたま市浦和区岸町４丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年９月１８日まで

概要 貯留施設 逆流噴出対策工一式 圧縮空気開放工 3 箇所 （管径 500 ㎜ 硬質塩

ビ管 開削工法）48.61m （管径 400 ㎜ 塩ビ管 鋼製さや管推進工法）15.95m 

（管径 500 ㎜ 塩ビ管 鋼製さや管推進工法）12.82m 内水圧力開放工 1 箇所 

（管径 400 ㎜ 硬質塩ビ管 開削工法）20.13m 付帯工一式 

予定価格（税込） ６１，０８３，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月１３日（木）午前９時から

令和２年２月１７日（月）午後５時まで
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入札書提出期間 令和２年２月１８日（火）午前９時から

令和２年２月１９日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月２０日（木）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、北区又は岩槻区に、本店を有し

ていること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月１７日（月）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件である。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道建設課 

電話 ０４８－８４０－６２６２

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１２７号

さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ１一般国道１２２号）その２」ほか２件の一般競争入札

について、次のとおり公告する。 

令和２年１月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格

者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定

める参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任で配置する技術者は、参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であるこ

と。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 
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コ アからケまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

 (2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者

をその構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって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

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者に係る技術検定等合格証明書等の写し（実務経験による場合は経歴

書）、監理技術者の資格を要する工事においては監理技術者資格証の表面と裏面の写し及び、

監理技術者講習修了証の写し 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任で配置する技術者にあっては、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技

術者資格証の写しをもって確認できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 
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オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は別紙「健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類」の該当する状

況の書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク アからキまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札

書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書

比較価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者の

うち最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの工事について、落札候補者となった者が、その後開札される他の工事について入札を
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行っている場合は、その後開札される他の工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。

また、その後開札される他の工事について、(1)における落札候補者の入札を無効とした場合

の新たな落札候補者及び(4)における落札候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者と

なることはできない。 

ウ   (1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札

候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、他の工事の落札候補者である

場合は、当該工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。 

エ (1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札候 

補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、その後開札される他の工事の落 

札候補者でない場合は、当該他の工事の入札を有効として取扱う。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
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中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平

成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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別表

対象工事 ア 道路修繕工事（Ｒ１一般国道１２２号）その２ 

イ 羽根倉橋（下り線）舗装工事その２ 

ウ 道路修繕工事（Ｒ２一般国道１２２号） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

契約整理番号 ３１－４４６５－４５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 道路修繕工事（Ｒ１一般国道１２２号）その２

工事場所 さいたま市緑区大字寺山地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年３月２７日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 464.0m 幅員 6.9～9.7m 舗装工 路面切削

（切削深さ t＝5cm）29 ㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12cm）3450 ㎡ 中

間層（改質Ⅱ型粗粒度 As-20、t＝7cm）3450 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、

t＝5cm）3480 ㎡ 区画線工一式 道路付属施設工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 無

その他 本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４４５６－６１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 羽根倉橋（下り線）舗装工事その２

工事場所 さいたま市桜区大字下大久保地内外
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履行期間 契約確定の日から令和２年６月１２日まで

概要 延長 860.0m 橋面舗装工 橋面防水工 3220 ㎡ 舗装打替工 3220 ㎡ 区画線工

1160m 仮設工 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月 ７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ３１－４４６５－４７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 道路修繕工事（Ｒ２一般国道１２２号）

工事場所 さいたま市緑区大字中野田地内

履行期間 契約確定の日から令和２年６月１９日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 400.0m 幅員 7.0m 舗装版撤去工 舗装版

切断 400m 舗装版破砕 40 ㎡ 舗装工 路面切削工（切削深さ t＝5cm）22 ㎡ 

切削オーバーレイ工（切削深さ t＝12cm）2770 ㎡ 基層（改質Ⅱ型粗粒度 As-

20、t＝7cm）2770 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5cm）2790 ㎡ 区画線

工一式 交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで
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入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後２時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。 

・本工事は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－８４０－６２２４

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１２８号

さいたま市の発注する「下水道事業耐震実施設計業務（南再－Ｒ２Ｓ－５３５１）」の一般競争入

札について、次のとおり公告する。 

令和２年１月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

(1) 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格

者名簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が業務ごとに別に定

める参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に建設コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設

省告示第７１７号。以下「登録規程」という。）の登録部門を定めている場合は、本公告日に

おいて、当該登録部門について登録規程に基づく登録があること。 

ウ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする業務ごとに参加申請が必要なため、業務ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

エ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

オ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

カ 管理技術者及び照査技術者（照査技術者にあっては、設計図書等に定めのある場合に限る。

）を当該業務に配置できること。なお、配置する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とし、管理技術者と照査技術者の兼任はできないものとする。 

キ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一業務に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

ク アからキまでに掲げるもののほか、本公告日において、業務ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

(2) 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、(1)で定める事項を満たす者を

その構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一業務における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一業務に単体企業として参加していないこと。 
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エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

２ 入札参加資格の確認 

(1) 開札後、業務ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格

」という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市

建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」

という。）第５条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比

較価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」と

いう。）以上の価格をもって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

候補者として通知し、落札を保留する。 

(2) (1)において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を

決定する。 

(3) 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た

る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以

下「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 業務ごとに別に定める参加資格に登録部門を定めている場合は、当該登録部門について登録

規程に基づき登録されていることを証する書類の写し 

ウ 業務に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し 

エ 業務ごとに別に定める参加資格に業務実績を求めている場合は、業務実績として規定する業

務の契約書の写し及び業務概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「測量調査設計業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」の業務カルテ（業務

概要の記載されているもの）の写し 

オ アからエまでに掲げるもののほか、業務ごとに別に定める書類 

(4) 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(3)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

(1) 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２(3)及び(4)において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補

者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札
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書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもっ

て入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制

限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行

った者）を新たに落札候補者とする。 

(2) (1)において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上

あるときは、電子くじによりこれを決定する。 

(3) 市長は、(1)の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

(4) 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等

請負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法

に基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合

は、その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者

以外の者のうち最低の価格をもって入札を行った者を新たに落札候補者とする。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は業務

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を業務担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を業務担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は業務ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては業務ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無については業務ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の３以内とする。この場合において１

万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、業務ごとに別に定める。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該業務に配置す

ること。 

(8) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱及びさいたま市電子入札運用基準の定めるところによる。 
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契約整理番号 ３１－４４８４－２９

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 下水道事業耐震実施設計業務（南再－Ｒ２Ｓ－５３５１）

業務場所 さいたま市南区白幡４丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年１０月３０日まで

概要 耐震実施設計 77 箇所 マンホールと管きょの接続部の耐震化 77 箇所 構造物調

査一式 水準測量（4 級）1.9 ㎞ 

予定価格（税込） ２８，８４２，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年２月５日（水）午前９時から

令和２年２月７日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１２日（水）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年２月１３日（木）午後２時５０分

参
加
資
格

名簿登載業務 建設コンサルタント／下水管渠 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業務で登載された者であること。

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記の要件を

満たすこと。 

登録部門 本公告日において、建設コンサルタント登録規程に基づく「下水道部門」の登録

があること。 

業務実績等 本公告日において、技術士法（昭和５８年法律第２５号）に基づく技術士のう

ち、「総合技術監理部門（上下水道／下水道）」又は「上下水道部門（下水道）

」の登録を受けている者が１人以上いること。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

業務実績等に規定する、技術士の登録を証明する書類の写し及び雇用関係を証す

る書類の写し。

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年１月２７日（月）から

質問受付期間 令和２年１月２７日（月）午前９時から

令和２年２月 ４日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月７日（金）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

免除 前金払 有

その他 ・設計図書等により、配置予定の技術者の資格を定めている場合については、当

該資格を有していることを確認できる書類の写しを資格審査書類提出時に併せて

提出すること。 

・本業務は債務負担行為該当案件のため、前払金等の請求は令和２年４月１日以

降でないとできない。 

業務担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道再整備課 

電話 ０４８－８４０－６２５５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０
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さいたま市告示第１２９号 

さいたま市立中央図書館外３館窓口等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年１月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立中央図書館外３館窓口等業務

 履行場所

さいたま市浦和区東高砂町１１－１外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で搭載されている者で

あること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２７年４月１日以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種の契約実績

を１件以上有している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 

担当 猪俣 電話 ０４８（８７１）２１７２

 交付期間

告示の日から令和２年２月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１４日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）午前９時４５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階会議室

 入札保証金
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

 業務を担当する課

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課

電話 ０４８（８７１）２１７２ ＦＡＸ ０４８（８８４）５５００

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１３０号 

さいたま市立武蔵浦和図書館外６館窓口等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。

令和２年１月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立武蔵浦和図書館外６館窓口等業務 

 履行場所

さいたま市南区別所７－２０－１外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で搭載されている者で

あること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２７年４月１日以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種の契約実績

を１件以上有している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 

担当 猪俣 電話 ０４８（８７１）２１７２

 交付期間

告示の日から令和２年２月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１４日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階会議室

 入札保証金
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

 業務を担当する課

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課

電話 ０４８（８７１）２１７２ ＦＡＸ ０４８（８８４）５５００

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１３１号 

さいたま市立大宮西部図書館外５館窓口等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。

令和２年１月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立大宮西部図書館外５館窓口等業務 

 履行場所

さいたま市北区櫛引町２－４９９－１外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で搭載されている者で

あること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２７年４月１日以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種の契約実績

を１件以上有している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 

担当 猪俣 電話 ０４８（８７１）２１７２

 交付期間

告示の日から令和２年２月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１４日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）午前１０時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階会議室

 入札保証金
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

 業務を担当する課

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課

電話 ０４８（８７１）２１７２ ＦＡＸ ０４８（８８４）５５００

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１３２号 

さいたま市立春野図書館外６館窓口等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年１月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立春野図書館外６館窓口等業務

 履行場所

さいたま市見沼区春野２－１２－１外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「その他」で搭載されている者で

あること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２７年４月１日以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種の契約実績

を１件以上有している者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課 

担当 猪俣 電話 ０４８（８７１）２１７２

 交付期間

告示の日から令和２年２月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１４日（金）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）午前１０時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階会議室

 入札保証金
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

 業務を担当する課

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課

電話 ０４８（８７１）２１７２ ＦＡＸ ０４８（８８４）５５００

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局中央図書館管理課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１３３号

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の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和２年１月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

(1) 住所 さいたま市大宮区大成町三丁目４０４番地１

(2) 氏名 株式会社ロイズホーム 代表取締役 宮崎 俊和

２ 位置指定道路の概要

(1) 道路の位置 さいたま市南区神明二丁目４番３

(2) 指定の年月日 令和２年１月２７日

(3) 指定の番号 第南１９－０４６号

(4) 道路の幅員 ４．００ｍ

(5) 道路の延長 ９．１１ｍ
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さいたま市告示第１３４号

舘岩少年自然の家浄化槽維持管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告す

る。

令和２年１月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

(1) 件名

舘岩少年自然の家浄化槽維持管理業務

(2) 履行場所

福島県南会津郡南会津町宮里字向山２８４７－１

(3) 業務概要

仕様書のとおり

(4) 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

(1) 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委

託）（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」で登載されている者であること。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

(3) 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止

要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約

からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置

を受けている期間がない者であること。

(4) 本入札の告示日において、福島県浄化槽保守点検業者登録条例（昭和６０年福島県条例第３

６号）第２条第１項の福島県浄化槽保守点検業者の登録を受けている者で、次のいずれかの条

件に該当する者であること。

 ア 南会津町が営業区域市町村に登録された者

イ 南会津町が営業区域市町村に登録されていない者において、同条例に基づく浄化槽保守点検

業者登録事項変更届出書により営業区域市町村の追加手続きを行った者

(5) 業務に対応する浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第１０条第２項の規定による技術管理

者を配置できる者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。
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(1) 申請方法

  ホームページから入札説明書等交付申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、申請書を

提出すること。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p057582.html

(2) 提出場所

〒９６７－０３４７ 福島県南会津郡南会津町宮里字向山２８４７－１ さいたま市教育委員

会事務局学校教育部舘岩少年自然の家

担当 西形 電話 ０２４１（７８）２３１１ ＦＡＸ ０２４１（７８）２３１３

 (3) 提出方法

   持参又はＦＡＸ

(4) 交付期間

告示の日から令和２年２月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

(5) 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

(1) 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

(2) 受付期間

   本告示日から令和２年２月１４日（金）まで

(3) 受付場所

３ に同じ

(4) 提出方法

郵送（書留郵便又は簡易書留郵便）受付期間内必着

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

(1) 交付場所 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

(2) 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに競争入札参加資

格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。

(3) その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。
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６ 入札手続等

(1) 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

(2) 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２６日（水）午後２時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階小ホール

(3) 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

(4) 最低制限価格 

   設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。

(5) 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２６日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

(6) 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

(7) 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

(8) 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

(9) 業務を担当する課

福島県南会津郡南会津町宮里字向山２８４７－１ さいたま市教育委員会事務局学校教育部舘

岩少年自然の家

電話 ０２４１（７８）２３１１ ＦＡＸ ０２４１（７８）２３１３

７ 契約手続等

(1) 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定
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に該当する場合は、免除とする。

(2) 契約書作成の要否

   要

(3) 議決の要否

   否

８ 特記事項

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和２年４月１日に確定させる。

９ その他

(1) 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

(2) 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできない。

(3) 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部舘岩少年自然の家及びホームページ

において閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

(4) 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１３５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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区大字西遊馬字上サ１４９２番３、１４９３番４、１４９６番３、１４９６番４、 

１４９６番５、１４９６番６、１４９６番７、１４９６番８、１４９６番９、１４９６番１０、 

１４９６番１１、１４９６番１２、１４９６番１３、１４９６番１４

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 さいたま市大宮区三橋二丁目５３９番地３

 株式会社 ランドプロジエ 代表取締役 清宮 義男

（省略）

３ 許可番号

 令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

第開－Ｎ２０１９０６６号

４ 検査済証番号

 令 和 ２ 年 １ 月 ２ ４ 日

第完－Ｎ２０１９０６６号
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さいたま市告示第１３６号 

子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。

令和２年１月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

子ども家庭総合センター内診療室にかかる労働者派遣業務

 履行場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ 子ども家庭総合センター４階診療室エリア

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載されている者

であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者に対し、入札説明書を交付するものと

する。

 交付場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ど

も家庭支援課 

担当 子どもケアホーム係 電話 ０４８（７１１）３８９６

 交付期間

告示の日から令和２年２月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月２１日（金）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない１人１時間当たりの金額を記載す

ること。なお、落札決定に当たっては、入札書等に記載された金額をもって落札価格とし、消費

税及び地方消費税については別途契約書において定めるため、入札者は、単価（税抜）を入札書

等に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２７日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども家庭総合センター３階相談室３０

１・３０２

 入札保証金

見積もった金額（支払限度額）の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約

-288-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務

課

電話 ０４８（７１１）１７９８ ＦＡＸ ０４８（７１１）８９０４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ど

も家庭支援課

電話 ０４８（７１１）３８９６ ＦＡＸ ０４８（７１１）３９９４

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課及びホーム

ページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１３７号 

さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。

令和２年１月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市子どもケアホームプログラム運営業務

 履行場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」又は「その他」で登

載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去２年の間に、地方公共団体において、生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱（平成２７

年厚生労働省社会・援護局長通知社援発０７２７第２号別紙）に基づく生活困窮世帯の子どもに

対する学習支援事業の実績を有し、かつ、誠実に履行している者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしている者に対し、入札説明書を交付するものと

する。

 交付場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ど

も家庭支援課 
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担当 子どもケアホーム係 電話 ０４８（７１１）３８９６

 交付期間

告示の日から令和２年２月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月２１日（金）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所（省略）ア 日時

令和２年２月２７日（木）午前１０時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども家庭総合センター３階相談室３０
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１・３０２

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

   設定する。なお、最低制限価格を下回る入札を行った者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務

課

電話 ０４８（７１１）１７９８ ＦＡＸ ０４８（７１１）８９０４

 業務を担当する課

さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ど

も家庭支援課

電話 ０４８（７１１）３８９６ ＦＡＸ ０４８（７１１）３９９４

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課及びホーム

ページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１３８号

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の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和２年１月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

(1) 住所 さいたま市浦和区常盤十丁目１５番１６号

(2) 氏名 ポラスマイホームプラザ株式会社 代表取締役 中内 啓夫

２ 位置指定道路の概要

(1) 道路の位置 さいたま市南区鹿手袋七丁目２９３番６、２９４番５

(2) 指定の年月日 令和２年１月２８日

(3) 指定の番号 第南１９－０４７号

(4) 道路の幅員 ４．００ｍ

(5) 道路の延長 ５８．９１ｍ
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さいたま市告示第１３９号

さいたま市情報セキュリティ運用支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年１月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市情報セキュリティ運用支援業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部外

 業務概要

マネジメントサイクルの実施、教育、監査等に対する情報セキュリティ運用支援

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「電算」の受注希望業務「その他の電算」で登載されている

者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 情報セキュリティ監査企業台帳に関する規則（平成１５年経済産業省告示第１１３号）第４条

に規定する情報セキュリティ監査企業台帳（令和元年度登録分）に登録されている者であること。

 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定及び情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。

 平成２９年度以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体を相手方とした情報セキ

ュリティ監査又は情報セキュリティに関するコンサルティングの契約実績を２件以上有する者で

あること。

３ 入札説明書の交付
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本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 ＩＣＴ政策担当 電話 ０４８（８２９）１０４７ 

 交付期間

告示の日から令和２年２月１７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで。ただし、交付最終日は午前９時から正午までとする。）

 交付費用

無償

 交付方法

ＣＤ又はＤＶＤ－ＲＯＭ

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

告示の日から令和２年２月１７日（月）まで（持参の場合、休日を除く午前９時から午後４時

まで）

 受付場所

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

ＩＣＴ政策担当

 提出方法

持参又は郵送。なお、郵送の場合は書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により受付期間内必着

とする。

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとす
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る。

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月１０日（火）午前１１時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第５会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月１０日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。なお、入札価格が同値の場合

は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。この場合において、当該入札参加者は、くじを

引くことを辞退することができない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１０４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５

８ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要
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 議決の要否

否

９ 特記事項

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された場

合において令和２年４月１日に確定させる。

１０ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１４０号 

さいたま市ＣＩＯ支援業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。つきまして

は、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 

令和２年１月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

 件名 

さいたま市ＣＩＯ支援業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部外 

 業務概要 

情報システム最適化事業の推進（最適化に係るガイドラインの整備、情報システムに係る見積

精査等）に係る支援 

 履行期間 

契約締結の日から令和３年３月３１日まで 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「計画策定」又は「電算」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置

を受けている期間がない者であること。 

 平成２７年度以降に、国（独立行政法人を含む。）、都道府県又は人口２０万人以上の市若し

くは特別区において、次のいずれかの実績を有し、その者を本業務の業務責任者に配置できる者

であること。 

ア ＣＩＯ（Ｃｈｉｅｆ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅｒ）又はＣＩＯ補佐の経験 

イ 情報システムに係る調達支援、工程管理支援等の業務契約実績及び責任者としての経験 

３ 企画提案書招請説明書等の貸与 

企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案書招請説明書（以下「説明書」という。）等を

貸与するものとする。 

 貸与場所 

さいたま市浦和区常盤６－４―４ さいたま市都市戦略本部情報政策部
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担当 ＩＣＴ政策担当 電話 ０４８（８２９）１０４７ 

 貸与期間 

本告示日から令和２年２月２８日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 

 貸与費用 

無償 

 貸与方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

 説明書等の返却 

貸与した説明書等は、企画提案書提案会時に返却すること。また、見積辞退及び参加申込兼資

格確認申請書を提出しないことが決まった場合は、速やかに返却すること。 

 説明書等の取り扱い 

貸与した説明書等は、企画提案及び見積りに係る検討以外の目的で使用してはならない。また、

様式以外の資料は複製をしてはならない。 

４ 参加申込兼資格確認申請書の提出 

企画提案書の提出を希望する者で、２の要件を満たしている者は、参加申込及び参加資格確認審

査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっ

ても、企画提案書提出日において確認審査を受けていない者は、企画提案書提案会に参加できない。

なお、提出書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 

 提出書類 

ア 参加申込兼資格確認申請書 

イ ２ の実績を証する書類 １部 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年３月３日（火）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において、返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し

出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 企画提案書提案会参加資格の喪失 
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企画提案書提案会の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本企画提案書提案

会に参加できない。 

 企画提案書提案会の実施日において２に定める参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

 提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

７ 企画提案書の提出 

参加資格確認結果通知書により参加資格有と認められた者のみ、次の書類を提出することができ

る。 

 提出書類 

企画提案書（原本１部、写し８部） 

 受付期間 

令和２年３月４日（水）から令和２年３月９日（月）まで（休日を除く午前９時から午後４

時まで） 

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

８ 企画提案書提案会 

企画提案書の提出者は、令和２年３月１６日（月）又は３月１７日（火）で実施を予定している

企画提案書提案会において、提案内容の説明をすること。なお、詳細な時間及び場所については、

参加者数の確定後に通知する。 

９ 企画提案書の特定に関する事項 

 評価方法 

企画提案書の内容及び企画提案書提案会の内容（質疑応答を含む。）について、選定委員会に

おいて、選定委員が評価を行う。 

 優先交渉権者の選定 

選定委員会の後、優先交渉権者を選定する。 

１０ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さ

いたま市規則第６６号）第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否 

要

 議決の要否 

否

１１ 特記事項 

 本業務に係る予算が本市議会で可決されない場合又はその他の理由により本業務が実施できな

くなった場合にあっては、どの提案者とも契約を締結しないことがある。 

 本業務の契約時点での業務責任者を、本業務とは別に、さいたま市ＣＩＯ補佐監設置要綱（平

成１８年さいたま市制定）により、本市の非常勤特別職のＣＩＯ補佐監として任命する（月５日

-300-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

程度の勤務）。 

１２ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

電話 ０４８（８２９）１０４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５ 

１３ その他 

 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 この企画提案書の招請手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。

 提出された企画提案書は、業者選定の結果不採用となった提案者より明示的な希望があった場

合のみ返却する。 

 受託者は、本市の情報システムに関する事業における調達の公平性及び透明性を確保する必要

があることから、本業務の契約履行期間において、本市のシステム設計・開発、システム運用及

びシステム監査等の委託業務の入札に参加することはできないものとする。

 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、説明書等による。 
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さいたま市告示第１４１号 

さいたま市情報化推進業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。つきまして

は、次のとおり当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。 

令和２年１月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

 件名 

さいたま市情報化推進業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部外 

 業務概要 

本市の情報化事業の方向性を示す第四次さいたま市情報化計画の推進及び次期情報化計画策定

のための業務を委託するもの 

 履行期間 

契約締結の日から令和３年３月２４日まで 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に業務「計画策定」又は「電算」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契

約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置

を受けている期間がない者であること。 

 平成２９年度以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体に対して、情報化推進に

関する計画策定業務、計画策定支援業務又は進行管理業務の実績を２件以上有する者であること。 

３ 企画提案書招請説明書等の貸与 

企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案書招請説明書（以下「説明書」という。）等を

貸与する。 

 貸与場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 ＩＣＴ政策担当 電話 ０４８（８２９）１０４８ 

 貸与期間 

本告示日から令和２年２月２８日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで。ただし、最終日は午前９時から正午までとする。） 

 貸与費用 

無償 

 貸与方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

 説明書等の返却 

貸与した説明書等は、企画提案書提案会時に返却すること。また、見積辞退及び参加申込兼資

格確認申請書を提出しないことが決まった場合は、速やかに返却すること。 

 説明書等の取り扱い 

貸与した説明書等は、企画提案及び見積りに係る検討以外の目的で使用してはならない。また、

様式以外の資料は複製をしてはならない。 

４ 参加申込兼資格確認申請書の提出 

企画提案書の提出を希望する者で、２の要件を満たしている者は、参加申込及び参加資格確認審

査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっ

ても、企画提案書提出日において確認審査を受けていない者は、企画提案書提案会に参加できない。 

なお、提出書類について説明を求められたときは、これに応じなければならない。 

 提出書類 

ア 参加申込兼資格確認申請書 

イ ２ の実績を証する書類 １部 

 受付期間 

本告示日から令和２年２月２８日（金）まで（休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年３月４日（水）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において、返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 企画提案書提案会参加資格の喪失 

企画提案書提案会の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本企画提案書提案

会に参加できない。 

 企画提案書提案会の実施日において２に定める参加資格の要件を満たさなくなったとき。 
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 提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

７ 企画提案書の提出 

参加資格確認結果通知書により参加資格有と認められた者のみ、次の書類を提出することができ

る。 

 提出書類 

企画提案書（原本１部、写し８部） 

 受付期間 

令和２年３月６日（金）から令和２年３月１２日（木）まで（休日を除く午前９時から午後４

時まで） 

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

８ 企画提案書提案会 

企画提案書の提出者は、令和２年３月２３日（月）又は３月２４日（火）で実施を予定している

企画提案書提案会において、提案内容の説明をすること。なお、詳細な時間及び場所については、

参加者数の確定後に通知する。 

９ 企画提案書の特定に関する事項 

 評価方法 

企画提案書及び企画提案書提案会の内容（質疑応答を含む。）について、選定委員会において、

選定委員が評価を行う。 

 優先交渉権者の選定 

選定委員会の後、優先交渉権者を選定する。 

１０ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さ

いたま市規則第６６号）第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

１１ 特記事項 

本業務に係る予算が本市議会で可決されない場合又はその他の理由により本業務が実施できな

くなった場合にあっては、どの提案者とも契約を締結しないことがある。 

１２ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

電話 ０４８（８２９）１０４８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５

１３ その他 

 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
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 この企画提案書の招請手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書は、業者選定の結果不採用となった提案者より明示的な希望があった場

合のみ返却する。 

 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、説明書等による。
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さいたま市告示第１４２号 

さいたま市プラザイースト音響調整卓賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和２年１月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市プラザイースト音響調整卓賃貸借 

 借入場所 

さいたま市緑区中尾１４４０－８ さいたま市プラザイースト 

 数量・特質等 

入札説明書のとおり 

 借入期間

令和２年６月１日から令和９年５月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ОＡ機器リース等」

又は「レンタル・リースその他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 本入札の告示日から過去５年以内に、３００席以上のホールにおける音響調整卓を含む音響機

器等を新規導入又は更新する契約を２件以上締結し、確実に履行した実績を有している者である

こと。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

担当 文化施設係 電話 ０４８（８２９）１２２７ 

 交付期間 
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告示の日から令和２年２月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２１日（金）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等

 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）午後２時３０分 

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第２入札室 

 入札保証金
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見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月６日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課 

電話 ０４８（８２９）１２２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 契約条項等は、さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課及びホームページにおいて閲覧で

きる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。

-308-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１４３号 

さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年１月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務

 履行場所

さいたま市浦和区駒場２－３－４５外 

 業務概要 

仕様書のとおり

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。

）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で登載され、かつ、さいたま市内に本店を有している

者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と延床面積６，０００㎡以上の

施設における同業務の契約を１回以上締結し、かつ、履行した実績を有する者であること。

 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条に規定する第三種電気主任技術者免状の交

付を受けている者を１名以上配置できる者であること。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１

項第８号の建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所 
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ア さいたま市浦和区駒場２－３－４５ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科

学館（省略）担当 管理係 電話 ０４８（８８１）１５１５ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p069244.html
 交付期間 

告示の日から令和２年２月７日（金）まで（３ アにおいては、さいたま市青少年宇宙科学館

条例（平成１３年さいたま市条例１２５号）第４条第１項に規定する休館日を除く午前９時から

午後４時まで） 

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月１３日（木）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。
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 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２０日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課

電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区駒場２－３－４５ さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学

館

電話 ０４８（８８１）１５１５ ＦＡＸ ０４８（８８２）９７０２ 

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。
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 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る。

 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館及びホームページに

おいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１４４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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区大字西遊馬字上サ１３４８番９、字高木２２７３番７

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 朝霞市本町３丁目１番１５号 有限会社 アウル・システム 取締役 戸摩 いね子

３ 許可番号

令和元年１２月１６日

第変‐Ｎ２０１９０９７号

４ 検査済証番号

令和２年 １月２７日

第完‐Ｎ２０１９０９７号
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さいたま市告示第１４５号

   令和２年さいたま市議会２月定例会を次のとおり招集する。 

令和２年１月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 招集する期日 令和２年２月４日 

２ 招集する場所 さいたま市議会議事堂 
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さいたま市告示第１４６号 

さいたま市桜環境センターアルミプレス売却外６件に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項

 件名

ア さいたま市桜環境センターアルミプレス売却

イ さいたま市東部環境センターアルミプレス売却

ウ さいたま市内民間中間処理施設アルミプレス売却

エ さいたま市桜環境センタースチールプレス売却

オ さいたま市東部環境センタースチールプレス売却

カ さいたま市内民間中間処理施設スチールプレス売却

キ さいたま市東部環境センターベットマットスチールコイル売却

 履行場所

ア １ ア及びエの売却 さいたま市桜区新開４－２－１ さいたま市桜環境センター

イ １ イ、オ及びキの売却 さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市東部環境セン

ター

ウ １ ウ及びカの売却 さいたま市浦和区大原５－１２－１ 有限会社太盛リサイクルセンタ

ー

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

ア １ アからカの売却 令和２年４月１日から令和２年９月３０日まで

イ １ キの売却 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「物品の修理及び不用品の買受」内の営業種目「不用品買

受」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け
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ている期間がない者であること。 

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定及び更生計画の認可がなされている者は、

この限りでない。 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定及び再生計画の認可がなされている者は、

この限りでない。 

 １ アからカの売却について、さいたま市又は過去３年間（平成２９年２月２６日から令和２

年２月２５日まで）に他市町村で実績のある者であること。 

なお、実績とは、アルミプレス又はスチールプレスの売却に際し、入札又は見積合わせに参加

したことをいう。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付方法 

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p040418.html

 交付期間 

告示の日から令和２年２月２５日（火）まで 

 交付費用 

無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者で

あっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

令和２年２月１４日（金）から令和２年２月２５日（火）まで（さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４

時まで） 

 受付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課 

担当 宮坂 電話 ０４８（８２９）１３３６ 

イ さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター 

担当 日高 電話 ０４８（６８４）３８０２ 

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
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確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。 

 交付方法 

全て郵送とする。 

 交付日 

令和２年３月１１日（水）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

競争入札に付する件名ごとに単価で行う。入札金額は、売却物品１ｋｇ当たりの金額を入札書

に記載することとし、当該金額は、１円未満について、小数点以下第２位までとする。なお、落

札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に小数点以下第２位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入

札書に記載すること。

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １ アの売却 令和２年３月１３日（金）午後２時００分

(イ) １ イの売却 令和２年３月１３日（金）午後２時２０分

(ウ) １ ウの売却 令和２年３月１３日（金）午後２時４０分

(エ) １ エの売却 令和２年３月１３日（金）午後３時００分

(オ) １ オの売却 令和２年３月１３日（金）午後３時２０分

(カ) １ カの売却 令和２年３月１３日（金）午後３時４０分

(キ) １ キの売却 令和２年３月１３日（金）午後４時００分

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第７会議室 

 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額に仕様書で定める予定数量を乗じた額の１００分

の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）

第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年３月１３日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格を超え最高

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に
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おいて直ちに再度入札を行う。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 複数落札の禁止 

この告示に係る入札のうち、１ ア、イ及びウのアルミプレス売却は、一抜け方式とする。落

札者（契約者となる者）となった者は、その後行われる他のアルミプレス売却の入札への参加を

辞退するものとし、辞退届を提出すること。１ エ、オ及びカのスチールプレス売却においても

同様とする。 

 入札事務を担当する課 

ア １ ア、ウ、エ及びカの売却 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課 

電話 ０４８（８２９）１３３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

イ １ イ、オ及びキの売却

さいたま市見沼区大字膝子６２６－１ さいたま市環境局施設部東部環境センター 

電話 ０４８（６８４）３８０２ ＦＡＸ ０４８（６８６）０４６６ 

 業務を担当する課 

ア １ ア及びエの売却

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局施設部環境施設管理課 

電話 ０４８（８２９）１３４３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

イ １ イ、オ及びキの売却

６ イに同じ

ウ １ ウ及びカの売却

６ アに同じ

７ 契約手続等 

 契約保証金 

落札者となった件名ごとの契約金額に仕様書で定める予定数量を乗じた額の１００分の１０以

上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 本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る。 

 契約条項等は、さいたま市環境局資源循環推進部廃棄物対策課及びホームページにおいて閲覧

できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１４７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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市見沼区大字東宮下字西３３１番１、３３１番２、３３２番１、３３３番１、３３３番２、

３３４番１、３３５番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 埼玉県南埼玉郡宮代町百間４－２－２２

株式会社 セキ薬品 代表取締役 関 伸治

３ 許可番号

 令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

第開－Ｎ２０１９０７４号

４ 検査済証番号

令和２年 １月２８日

第完－Ｎ２０１９０７４号
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さいたま市告示第１４８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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市岩槻区大字笹久保字寺方 635番 4、635番 5 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 （省略）

３ 許可番号

 令 和 元 年 ８ 月 ２ ８ 日

 第開‐N２０１９０６１号

４ 検査済証番号

 令 和 ２ 年 １ 月 ２ ８ 日

 第完‐Ｎ２０１９０６１号
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さいたま市告示第１４９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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市桜区大字塚本字東耕地５２番４

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

さいたま市中央区本町東二丁目４番９号

株式会社ベルハウス 代表取締役 桃木 善宜

３ 許可番号

令和元年１２月５日

第 開‐Ｓ２０１９０６９ 号

４ 検査済証番号

令和２年１月２８日

 第 完‐Ｓ２０１９０６９ 号
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さいたま市告示第１５０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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市中央区円阿弥七丁目３３１番１、３３１番２

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

令和２年１月１５日

第 変‐Ｓ２０１９０４２ 号

４ 検査済証番号

令和２年１月２８日

 第 完‐Ｓ２０１９０４２ 号
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さいたま市告示第１５１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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市桜区大字白鍬字町田７２７番１、７２７番２、７２７番３、７２７番４、７２７番５、

７２７番６、７２７番７、７２７番８、７２７番９、７２７番１０、７２７番１１、７２７番

１２、７２７番１３、７２７番１４、７２７番１５、７２７番１６、７２７番１７、７２７番

１８、７２７番１９、７２７番２０、７２７番２１、７２７番２２、７２７番２３

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

さいたま市大宮区大成町二丁目２７４番地

株式会社ヤマギシライフコーポレーション 代表取締役 山岸 俊和

３ 許可番号

 令和元年１１月１２日

 第 変‐Ｓ２０１９００７ 号

４ 検査済証番号

 令和２年１月２８日

 第 完‐Ｓ２０１９００７ 号
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さいたま市告示第１５２号

さいたま市２４時間子ども SOS窓口業務（平日夜間及び休日）について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

× ×件名

   さいたま市２４時間子ども SOS窓口業務（平日夜間及び休日）

× ×履行場所

   委託者と受託者が協議の上決定する。

 業務概要

   仕様書のとおり

 履行期間

   令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

× ×本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の受注希望業務「受付案内」又は業務「その

他」の受注希望業務「その他」で登載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

××ア×特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

××イ×施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

 平成２８年１月１日から平成３１年３月３１日までの間、国又は地方公共団体と、子どもの教

育に関する電話相談にかかる業務契約を２回以上締結し、誠実に履行した実績を有する者である

こと。

 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定及び情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。

３ 入札説明書の交付

  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所
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さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市教育委員会事務局学校教育部総合教育相談

室 担当 管理運営係 電話 ０４８（７１１）５４７９

 交付期間

   告示の日から令和２年２月１０日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年  

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

   無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

  本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

 いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

  ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

  イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

   ３ に同じ

 受付場所

   ３ に同じ

 提出方法

   持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

  確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

交付場所

  ３ に同じ

交付日時

令和２年２月１７日（月）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに競争入札参加資

格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。

 その他

   郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

  ア 日時
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    令和２年２月２６日（水）午後２時００分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階小ホール

 入札保証金

   見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

  ア 日時

    令和２年２月２６日（水）入札終了後、直ちに行う。

  イ 場所

    ６ イに同じ

 最低制限価格

   設定する。なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加で

きない。

 落札者の決定方法

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

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する。

 入札の無効

   さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課

   電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

 業務を担当する課

   さいたま市浦和区上木崎４－４－１０

 さいたま市教育委員会事務局学校教育部総合教育相談室 

電話 ０４８（７１１）５４７９ ＦＡＸ ０４８（７１１）５６７２

７ 契約手続等

 契約保証金

   契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否 

   否

８ その他

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。

入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできない。
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契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部総合教育相談室及びホームページに

おいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１５３号 

さいたま市自治会あて広報物仕分け等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市自治会あて広報物仕分け等業務

 履行場所

受託者作業所内外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「文書管理」で登載され、本市内に本社、支社又は営業所な

どを有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 本業務について、仕様書の内容を遵守し確実に行うことができる者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局市民生活部コミュニティ推進課 

担当 西野 電話 ０４８（８２９）１０６８

 交付期間

告示の日から令和２年２月１９日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）
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 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月２５日（火）午前９時から午後５時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。入札金額は、各項目の単価を件数で乗じた総合計金額を記入し、ポスター・チラ

シそれぞれの単価を記載した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入

札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、

見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月１０日（火）午前９時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階小ホール

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３
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年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月１０日（火）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局市民生活部市民生活安全課

電話 ０４８（８２９）１２１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局市民生活部コミュニティ推進課

電話 ０４８（８２９）１０６８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ 特記事項

本入札に係る契約の効果は、令和２年度予算の成立を要件とする。

９ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。

 契約条項等は、さいたま市市民局市民生活部コミュニティ推進課及びホームページにおいて閲

覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１５４号 

令和２年度さいたま市ＦＭ ＮＡＣＫ５ラジオ広報ＣＭ制作・放送（代理）業務について、次のと

おり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。

）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

令和２年度さいたま市ＦＭ  ＮＡＣＫ５ラジオ広報ＣＭ制作・放送（代理）業務 

 履行場所

さいたま市役所外 

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に、業務「製作等」で登載され、本市内に本社、支社又は営業所な

どを有する者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２６年４月１日以降、ラジオＣＭの制作・放送（代理）業務の実績を有し、契約書の写し

又は業務完了検査証の写しを提示できる者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付方法

さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p033839.html

 交付期間

本告示日から令和２年２月１３日（木）まで
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 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

告示の日から令和２年２月１３日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分ま

で）

 受付場所

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 宇根、谷 電話 ０４８（８２９）１０３９

 提出方法

 持参又は郵送。郵送の場合は、到達記録が確認できる方法に限る。

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

４ に同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所１階第２会議室
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 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 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る。

 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１５５号 

さいたま市令和２年度「市報さいたま」宅配業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定によ

り公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

件名

令和２年度「市報さいたま」宅配業務

履行場所

さいたま市全域

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に、業務「運送・運行」の受注希望業務「市報等配送・配布」で登

載され、かつ、本市内に本社、支社又は営業所などを有している者。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成１９年４月１日以降に、毎月１回以上発行する印刷物を連続して６か月以上、特定の行政

区域全域に、配布員による全戸配布（１回当たり、３０万世帯以上）の実績（元請に限る）を有

する者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 宇根 中元 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/ p040077.html
 交付期間

告示の日から令和２年２月１３日（木）まで（３ アにおいて、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 競争入札参加資格確認申請書の配布

ア 配布場所

さいたま市ホームページからダウンロードする。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html
イ 配布期間

    ３ に同じ

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 宇根、中元 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

 提出方法

持参又は郵送。郵送の場合は、到達記録が確認できる方法に限る。

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 仕様書の貸出

さいたま市ホームページから、業務委託仕様書貸出申請書をダウンロードし、必要事項を記載の

上、次により貸出するものとする。
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 貸出場所

３ アに同じ

 受付期間

３ に同じ

 ホームページアドレス

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p040077.html
７ 競争入札参加資格の喪失

  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

８ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等に記載された金額をもって

契約金額とし、消費税及び地方消費税については別途契約書において定めるため、入札者又は見

積提出者は単価（税抜）を入札書に記載すること。

 入札参加資格の確認

ア 入札参加資格がある旨の確認通知を持参すること。

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。

 提出書類

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。

 入札回数等

ア 再度入札は、１回までとする。

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。

 入札の辞退

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。

 独占禁止法関係法令の遵守

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。

 その他

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

ウ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午後２時１５分

イ 場所
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所１階 第２会議室

 入札保証金

見積もった金額（単価）に年間予定配布戸数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。

ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場

合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

８ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじ

を引かせて落札者を決定する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

９ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

 支払条件

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。

１０ その他

 提出された競争入札参加資格等確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立 

てることはできない。

 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１５６号 

さいたま市令和２年度「市報さいたま」等拠点施設等配達業務について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定により公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

件名

令和２年度「市報さいたま」等拠点施設等配達業務

履行場所

さいたま市全域

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に、業務「運送・運行」の受注希望業務「市報等配送・配布」で登

載され、かつ、本市内に本社、支社又は営業所などを有している者。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 本入札の告示日において、本市内に本社、支社又は営業所などを有している者であること。

 本入札の告示日を起算日として過去５年の間、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体

と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約実績を１件以上有し、かつ、これら全てを誠実に履

行している者であること。

３ 仕様書及び札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、仕様書及び入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 宇根 中元 電話 ０４８（８２９）１０３９ 
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イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p057739.html
 交付期間

告示の日から令和２年２月１３日（木）まで（３ アにおいて、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで）

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 競争入札参加資格確認申請書の配布

ア 配布場所

さいたま市ホームページからダウンロードする。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html
イ 配布期間

３ に同じ

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 宇根、中元 電話 ０４８（８２９）１０３９

 提出方法

 持参又は郵送。郵送の場合は、到達記録が確認できる方法に限る。

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ
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ない。

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。落札又は契約の相手方の決定にあたっては、入札書等に記載された金額をもって

契約金額とし、消費税及び地方消費税については別途契約書において定めるため、入札者又は見

積提出者は単価（税抜）を入札書に記載すること。

 入札参加資格の確認

ア 入札参加資格がある旨の確認通知を持参すること。

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。

 提出書類

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。

 入札回数等

ア 再度入札は、１回までとする。

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。

 入札の辞退

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。

 独占禁止法関係法令の遵守

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。

 その他

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

ウ 落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午後２時３０分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所１階 第２会議室

 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定実施回数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。
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イ 場所

７ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

なお、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじ

を引かせて落札者を決定する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

８ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

 支払条件

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。

９ その他

 提出された一般競争入札参加資格等確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立 

てることはできない。

 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１５７号 

令和２年度さいたま市長記者会見インターネット配信業務について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

令和２年度さいたま市長記者会見インターネット配信業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に、業務「製作等」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２６年４月１日以降、本業務と同種の業務実績を有し、契約書の写し又は業務完了検査証

の写しを提示できる者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 星野、五味 電話 ０４８（８２９）１０１７ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p062926.html
 交付期間
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告示の日から令和２年２月１３日（木）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで） 

 交付費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。入札金額は、１回当たりの金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当た

っては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
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 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午後２時４５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所１階第２会議室

 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定実施回数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

なお、落札とすべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０１７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

８ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（単価）に予定実施回数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

９ その他

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。
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 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１５８号 

令和２年度さいたま市ＰＲマスタープラン改定等業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

令和２年度さいたま市ＰＲマスタープラン改定等業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に、業務「検査・測定・調査」及び「計画策定」で登載されている

者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２８年４月１日以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体において同等の内容

の業務の契約実績を２件以上有し、かつ、これら全てを誠実に履行している者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課 

担当 中村、細谷 電話 ０４８（８２９）１０３９ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p069309.html
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 交付期間

告示の日から令和２年２月１３日（木）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで） 

 交付費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前８時３０分から午後５時１５分まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。

 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す
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る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午後３時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所１階第２会議室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

なお、落札とすべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にく

じを引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室秘書課

電話 ０４８（８２９）１０１４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市長公室広報課

電話 ０４８（８２９）１０３９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１０１８

８ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

９ その他

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。
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 契約条項等は、さいたま市市長公室広報課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１５９号 

 さいたま市立小学校・中学校・中等教育学校（前期課程）・特別支援学校医療的ケア実施業務につ

いて、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施

行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

   さいたま市立小学校・中学校・中等教育学校（前期課程）・特別支援学校医療的ケア実施業務 

 履行場所 

   さいたま市立小学校・中学校・中等教育学校（前期課程）・特別支援学校 

 履行期間 

   令和２年４月１日 から 令和３年３月３１日 まで 

 契約形態 

   時間あたりの単価契約とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告知日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委

託）に営業種目「その他の福祉サービス」で搭載されていること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

  イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 都道府県知事等の指定を受けた指定訪問看護事業者又は指定介護予防訪問看護事業者であるこ

と。 

３ 入札説明書の交付 

  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部特別支援教育室 

担当 飯田 電話 ０４８（８２９）１６６７ 

 交付期間 

   本入札の告示日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後
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１時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

 交付方法 

   入札説明書等は、ＣＤ－ＲＯＭにて交付する。 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

  本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

  ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

  イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

   ３ に同じ

 受付場所 

   ３ に同じ

 提出方法 

   持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

  確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月１９日（水）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８２円切手を添付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

単価（時間）で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０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、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、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和２年２月２６日（水）午後１時４５分 

  イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５Ｆ 小ホール 

 入札保証金 
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見積もった金額（単価）に１月分の予定時間数を乗じた額の１００分の１０以上を納付するこ

と。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当す

る場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和２年２月２６日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ６ イに同じ

 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。 

 入札の無効 

   さいたま市契約規則第１３条の規定において無効と定める入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課 

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課 

電話 ０４８（８２９）１６４６ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

   契約金額（単価）に１月分の予定時間数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。た

だし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

   要 

 議決の要否 

   否 

８ その他 

 この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る。 

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１６０号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

 (１) はり札       ６６７枚 

(２) 立看板         １５個 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり（別紙省略） 

３ 保管場所 

 さいたま市北区本郷町１８７２番地 

４ 連絡先 

(１) 担当 さいたま市 都市局北部都市・公園管理事務所 管理課 都市管理係 

(２) 電話 ０４８（６４６）３１７８ 
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さいたま市告示第１６１号 

さいたま市立病院設備管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院設備管理業務 

 履行場所 

ア さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

イ さいたま市緑区大字三室２４２３－１１ さいたま市立病院看護師寮 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「建物総合

管理」並びに業務「保守点検」の受注希望業務「電気設備保守点検」、「ボイラー保守点検」、

「空調設備保守点検」及び「給排水設備保守点検」に登載され、本市内に本店、支店又は営業所

を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２９年４月１日以降、病床数５００床以上の国公立病院における２４時間常駐する設備管

理業務を年間契約（元請に限る。）で２件以上締結し、確実に履行した実績を有している者であ

ること。

 次の資格者を配置できる者であること。

 ア 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）に規定する電気主任技術者（第３種以上）

 イ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に規定するボイラー技士（１級以上）

ウ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（昭和４６年第１０７号）に規定する公

-355-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

害防止主任者（大気関係２名・水質関係２名）

 エ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）に規定する危険物取扱者（第４類、乙種以上）

オ 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）に規定する特定高圧ガス取扱主任者及び製造

保安責任者等の高圧ガス関係の資格者

カ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）に規定する建築

物環境衛生管理技術者

キ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和５４年法律第４９号）に規定するエネルギ

ー管理者又はエネルギー管理員

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 本間 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 
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 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後３時１０分 

イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

  代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 
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 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 

１１ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１２ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１３ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１４ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１５ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１６ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。  
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さいたま市告示第１６２号 

さいたま市立病院中央材料室運営・清潔区域管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院中央材料室運営・清潔区域管理業務 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２９年４月１日以降、病床数５００床以上の国公立病院における院外滅菌消毒業務を年間

契約（元請に限る。）で２件以上締結し、確実に履行した実績を有している者であること。 

 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による院内滅菌消毒業務、

院外滅菌消毒業務及び院内清掃業務の認定を受けている者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 
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告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 
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令和２年３月４日（水）午前１１時３０分 

イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 

１１ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落

札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落

札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１２ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
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１３ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１４ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１５ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１６ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６３号 

さいたま市立病院警備・駐車場等管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院警備・駐車場等管理業務 

 履行場所 

ア さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

イ さいたま市緑区大字三室２４２３－１１ さいたま市立病院看護師寮

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の受注希望業務「駐車場管理」及び業務「警

備」の等級区分がＡで受注希望業務「警備（機械警備業務を除く）」で登載されている者である

こと。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２９年４月１日以降、病床数３００床以上の病院における施設警備業務を年間契約（元請

に限る。）で２件以上締結し、確実に履行した実績を有している者であること。 

 本入札の告示日において、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定に基づく埼玉

県公安委員会の認定を受けている者であること。 

 警備業法第２２条の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者を１名

以上配置できる者であること。 

３ 入札説明書等の交付 
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本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 庄田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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
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り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後１時４５分 

イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 

１１ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範
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囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落

札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落

札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１２ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１３ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１４ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１５ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１６ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６４号 

さいたま市立病院基準寝具賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院基準寝具賃貸借 

 借入場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 数量・特質等 

仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「寝具レンタル等」で

登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による寝具類洗濯業務の

認定を受けている者であること。

 病院での業務実績がある者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日におい

て確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 単価（日額）で行う。入札金額は、賃借料１日当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後２時３０分 
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イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額（日額）に日数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。なお、落札とすべき同額の入

札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。こ

の場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１１ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１２ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２１７ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１３ 契約手続等 
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 契約保証金 

契約金額（日額）に日数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１４ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１５ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６５号 

さいたま市立病院カーテン賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院カーテン賃貸借 

 借入場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 数量・特質等 

仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「寝具レンタル等」で

登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による寝具類洗濯業務の

認定を受けている者であること。

 病院での業務実績がある者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日におい

て確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 単価（日額）で行う。入札金額は、賃借料１日当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後２時４０分 
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イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額（日額）に日数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。なお、落札とすべき同額の入

札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。こ

の場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１１ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１２ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１３ 契約手続等 
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 契約保証金 

契約金額（日額）に日数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１４ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１５ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６６号 

さいたま市立病院洗濯業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院洗濯業務 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による寝具類洗濯業務の

認定を受けている者であること。

 病院での業務実績を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
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 交付費用 

無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後２時５０分 

イ 入札場所 
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さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

  代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 

１１ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落

札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落

札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１２ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１３ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 
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電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１４ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１５ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１６ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６７号 

さいたま市立病院当直用寝具賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院当直用寝具賃貸借 

 借入場所 

ア さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

イ さいたま市緑区大字三室２４２３－１１ さいたま市立病院看護師寮

 数量・特質等 

仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「寝具レンタル等」で

登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による寝具類洗濯業務の

認定を受けている者であること。

 病院での業務実績がある者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 
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告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 単価（日額）で行う。入札金額は、賃借料１日１組当たりの額を記入すること。なお、落札決

定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 入札の日時及び場所 
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ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後３時００分 

イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

  代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額（日額）に日数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。なお、落札とすべき同額の入

札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。こ

の場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１１ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１２ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 
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電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１３ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額（日額）に日数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１４ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１５ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１６８号 

さいたま市立病院臨床検査業務（内分泌学的検査他）について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院臨床検査業務（内分泌学的検査他） 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「検査・測定・調査」の受注希望業務「衛生検査」で登載さ

れている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去３年以内に、国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関において、病院事業に係わる検査

業務不履行等により、指名停止措置を受けていない者であること。

 平成２９年４月１日以降、病床数５００床以上の国公立病院における臨床検査業務を年間契約

（元請に限る。）で１件以上締結し、確実に履行した実績を有している者であること。

 次のいずれも取得し、かつ、それを証明できる書類（写し可）を提出できる者であること。

ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）

付与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／

ＩＥＣ２７００１）の認定 

イ アメリカ臨床病理医協会（ＣＡＰ）の認定 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

ウ 公益財団法人日本適合性認定協会のＩＳＯ１５１８９の認定 

エ 一般財団法人医療サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による衛生検査所業務に関

する認定 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後３時２５分 

イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

  代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 落札者の決定方法 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。なお、落札とすべき同額の入

札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。こ

の場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１１ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１２ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１３ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１４ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１５ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１６９号 

さいたま市立病院臨床検査業務（腫瘍関連検査他）について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院臨床検査業務（腫瘍関連検査他） 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「検査・測定・調査」の受注希望業務「衛生検査」で登載さ

れている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去３年以内に、国、地方公共団体又はそれらに準ずる機関において、病院事業に係わる検査

業務不履行等により、指名停止措置を受けていない者であること。

 平成２９年４月１日以降に、病床数５００床以上の国公立病院における臨床検査業務を年間契

約（元請に限る。）で１件以上締結し、確実に履行した実績を有している者であること。

 次のいずれも取得し、かつ、それを証明できる書類（写し可）を提出できる者であること。

ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）

付与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／

ＩＥＣ２７００１）の認定 

イ アメリカ臨床病理医協会（ＣＡＰ）の認定 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

ウ 公益財団法人日本適合性認定協会のＩＳＯ１５１８９の認定 

エ 一般財団法人医療サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による衛生検査所業務に関

する認定 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 

令和２年３月４日（水）午後３時３５分 

イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

  代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月４日（水）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 落札者の決定方法 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。なお、落札とすべき同額の入

札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。こ

の場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１１ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１２ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１３ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１４ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１５ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１７０号 

さいたま市立病院給食業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院給食業務 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「給食」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を

受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２９年４月１日以降、病床数４００床以上の病院において、継続１年以上の給食業務を２

件以上受託している実績を有する者であること。

 一般財団法人医療関連サービス振興会の医療関連サービスマーク制度による患者等給食業務の

認定を受けている者であること。

 業務の遂行が困難になった場合の代行保証が確認できる者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

担当 石田 電話 ０４８（８７３）４２４８ 

 交付期間 

-391-



さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

   無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月２８日（金）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院施設管理課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 入札日時 
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令和２年３月５日（木）午後２時００分 

イ 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院別館２階会議室１ 

 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

  代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年３月５日（木）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 

１１ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落

札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落

札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１２ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 
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１３ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課 

電話 ０４８（８７３）４２４８ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１４ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１５ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１６ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院施設管理課及びホームページに

おいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１７１号 

さいたま市立病院保育施設保育業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院保育施設保育業務 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院みどり保育室 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「福祉サービス」又は「その他」で登載されている者である

こと。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 平成２９年４月１日以降に、埼玉県内の病院における院内保育施設で、２４時間保育業務を年

間契約（元請に限る。）で１件以上締結し、確実に履行した実績を有している者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院総務課 担

当 山口 電話 ０４８（８７３）４２１７ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
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 交付費用 

   無償 

 交付部数 

１部 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月１７日（月）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年２月１８日（火）までにさいたま市保健福

祉局市立病院病院経営部病院総務課に入札参加資格の有無の再確認を求めることができる。 

７ 入札手続等 

 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年２月２１日（金）午前１１時００分 

イ 場所 
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さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院エネルギーセンター棟会議 

   室 

 入札参加資格の確認 

  ア 入札時には、入札参加資格がある旨の通知を持参すること。 

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

 提出書類 

  代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札回数等 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 入札の辞退 

   入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。その

際は、入札辞退届を提出すること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

  イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 

８ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年

さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年２月２１日（金）入札後、直ちに行う。 

 場所 

７ イに同じ

１０ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加でき

ない。 

１１ 落札者の決定方法 

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落

札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせ、落

札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

１２ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１３ 入札事務を担当する課 
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さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院総務課 

電話 ０４８（８７３）４２１７ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

１４ 契約手続等 

 契約保証金 

   契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 支払条件 

   履行期間において、暦月を単位として、検査に合格後、適法な請求に応じて支払うものとする。 

なお、詳細については落札者決定後、協議して決定する。 

１５ 特記事項 

本契約は、令和２年度歳入歳出予算が令和２年３月３１日までにさいたま市議会で可決された

場合において令和２年４月１日に確定させる。 

１６ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し

立てることはできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院総務課及びホームページにお

いて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１７２号

令和２年度さいたま市国民健康保険特定健康診査等受診率向上対策業務について、公募型プロポー

ザル方式の手続きを実施します。つきましては、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を

招請します。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

令和２年度さいたま市国民健康保険特定健康診査等受診率向上対策業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

受託者が持つ受診勧奨の手法や分析により、本市特定健康診査及び国保健康診査の受診率を向

上させる。 

 履行期間 

契約締結日から令和３年３月３１日まで 

 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は２７，０８４，２００円（消費税及び地方消費税を含む。）と

する。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以

下「名簿」という。）に登載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

 本告示日から企画提案書提出期限までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加

停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下「入札参加停止」とい

う。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま

市制定）による入札参加除外の措置（以下「入札参加除外」という。）を受けている期間がない

者であること。 

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が、本招請に参加していない者であること。 

 平成２９年度以降に、国（独立行政法人を含む。）又は人口３０万人以上の地方公共団体と、

種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、履行した実績を有する者であること。
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３ 企画提案に係る実施要項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、実施要項等を交付するものとする。

 交付方法

さいたま市ホームページからダウンロード（以下「ホームページ」とはこのアドレスをいう。

）

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p065118.html 

 交付期間

本告示日から令和２年２月２０日（木）午後４時まで 

４ 参加意思の表明手続き

企画提案書の提出を希望する者は、参加申込及び参加資格の確認審査（以下「確認審査」という。

）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、確認審査を受けていない

者は、参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 参加意思表明書 １部

イ 実施要項に定める書類

 受付期間

本告示日から令和２年２月２０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで）

 受付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

担当 保健事業係 電話 ０４８（８２９）１２７７

 提出方法

持参

５ 質問の受付及び回答

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問すること

ができる。詳細は、実施要項を参照すること。

 受付期間

３ に同じ

 受付方法

ア 電子メール

電子メールアドレス kokumin-kenkou@city.saitama.lg.jp

なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。

イ 到達確認先

４ に同じ

 質問に対する回答

令和２年２月２６日（水）までにホームページに掲載する。

６ 参加資格確認通知の交付 

確認審査終了後、参加資格確認通知を交付するものとする。 
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 交付場所 

４ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２５日（火）午前９時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

７ 企画提案書等の提出

 提出書類  

ア 企画提案書 １０部 

イ 見積書 １０部 

 提出期間

令和２年２月２５日（火）から令和２年３月３日（火）まで（休日を除く午前９時から午後４

時まで）

 提出場所

４ に同じ

 提出方法

持参

８ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、令和２年度さいたま市国民健康保険特定健康診査等受診率向上対策業

務事業者選定委員会において審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、実施要項を

参照すること。

９ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さ

いたま市規則第６６号）第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

 要 

１０ 本招請に関する事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

電話 ０４８（８２９）１２７７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８ 

１１ その他  

 企画提案書提出期限の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を

受けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は、返却しない。 

 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

 詳細は、実施要項による。 
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さいたま市告示第１７３号

さいたま市国保連合会接続用端末等賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公

告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市国保連合会接続用端末等賃貸借

 借入場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

 数量・特質等 

仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」

で搭載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課

担当 安藤 電話 ０４８（８２９）１２７７

 交付期間

告示の日から令和２年２月６日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

たま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付方法
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ＣＤ－ＲＯＭ

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ に同じ

 交付日時

令和２年２月１０日（月）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃貸料（保守費用など、当該業務に係る経費のすべてを含

む。）１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額

に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１４日（金）午前９時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階会議室

 入札保証金
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入札金額（月額）に月数を乗じた金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月１４日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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する。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課

電話 ０４８（８２９）１２７７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること 

はできない。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいた市告示第１７４号 

令和２年度さいたま市臨時グラウンド管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づ

き公告する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

令和２年度さいたま市臨時グラウンド管理業務

 履行場所

田島臨時グラウンド外７か所

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（土木施設

維持管理）（以下「名簿」という）に業務分類「苑地維持管理」で登載され、市内に本店又は本

市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第１項に規定するさ

いたま市長からの許可を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付方法

さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p069203.html

 交付期間

告示の日から令和２年２月１２日（水）午後５時まで 
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４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで）

 受付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 

担当 スポーツ施設係 電話 ０４８（８２９）１７２９

 提出方法

 持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

４ に同じ

 交付日時

令和２年２月１９日（水）午前９時から午後５時まで

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札参加資格の確認

ア 入札参加資格がある旨の競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。

イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。

 提出書類

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。

 入札回数等

ア 再度入札は、１回までとする。

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。

 入札の辞退

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。
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 独占禁止法関係法令の遵守

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。

 その他

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月５日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎別館２階文書保管室

 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月５日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。

 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項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最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入

札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を決める。この場合において、当該入

札参加者は、くじを引くことを辞退することができない。また、初度入札において落札者がない

ときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所において直ちに再度入札を行う。ただし、初

度入札において無効の入札を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができな

い。再度入札は、１回限りとする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課

電話 ０４８（８２９）１０５８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否
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要

 議決の要否

否

 支払条件

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議を行う。

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。

 契約条項等は、さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課及びさいたま市ホームペ

ージにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第１７５号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和２年２月４日までに返還

の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

１月

２８日
犬 大宮区高鼻町 雑種 オス 茶 5～8歳 有 首輪：革製茶色

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示第１７６号

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の位置を変更し

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定によ

り、次のとおり告示する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者 

 住所 埼玉県越谷市南越谷一丁目２１番地２ 

 氏名 株式会社 中央住宅 代表取締役 品川 典久 

２ 道路変更の概要 

 道路の位置 さいたま市浦和区木崎五丁目５０番７７ 

 変更の年月日 令和２年１月２９日 

 変更の番号 第南変１９－００１号 

 道路の幅員 ４．００ｍ 

 道路の延長 １６．１９ｍ 
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さいたま市告示第１７７号

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の位置を廃止し

たので、さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年規則第２１５号）第１３条第２項の規定によ

り、次のとおり告示する。

令和２年１月２９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者 

 住所 （省略） 

 氏名 （省略） 

２ 道路廃止の概要 

 道路の位置 さいたま市中央区上峰三丁目５６０番１、同番３の各一部 

 廃止の年月日 令和２年１月２９日 

 廃止の番号 第南廃１９－００９号 

 道路の幅員 ４．００ｍ 

 道路の延長 １９．６０ｍ 
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さいたま市告示第１７８号 

令和２年度さいたま市指定情報公表センター業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき告示する。 

令和２年１月２９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

令和２年度さいたま市指定情報公表センター業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、次のすべてに該当する者であること。 

ア 「平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）」（以下「名簿」

という。）に業務「福祉サービス」の受注希望業務が「その他の福祉サービス」で登載され

ている者であること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定により制限を

受けていない者、又、同条第２項の規定により現に資格停止の処分を受けていない者である

こと。 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続開始の申立がなされている者、

または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がなされてい

る者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。 

エ 法人格を有すること。 

オ 当該法人が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過していないことがないこと。 

   カ 当該法人の役員のうち、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から起算して２年を経過していない者がいないこと。 

   キ 当該法人自らが介護サービスを提供していないこと。 

   ク 当該法人の役員、構成員又は職員の構成について、介護サービスを現に提供する事業者の

役員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び３親等以内の親族が、

当該法人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の２分の１を超えて含まれてい

ないこと。 

   ケ 個人情報保護に関する規定が整備されていること。 

   コ 「介護サービス情報の公表」制度に係る調査及び事業者からの問い合わせ対応業務に複数
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年度従事した経験を有する職員がいること。 

 本入札の告示日から入札日までの間に、「さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停

止要綱（平成１９年さいたま市制定）」による入札参加停止の措置又は「さいたま市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）」による入札参加除外の

措置を受けている期間がない者であること。 

 平成３１年４月１日現在で、過去３年間にさいたま市又は国、他の地方公共団体から、本件業

務又は本件業務と類似の業務を受託し、２回以上全て誠実に履行した実績のあるものであること。 

  なお、類似の業務とは、案内サービス・コールセンター・ヘルプデスクなど住民と直接または

電話で応対し、公共サービスの提供等を行う業務をいう。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で２の要件を満たす者に対し、入札説明書を無償で交付するものとする。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部介護保険課 

担当 榎本 電話 ０４８（８２９）１２６５ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで） 

４ 入札参加資格の有無 

入札に参加を希望する者は、次の書類を提出して入札参加資格の有無の確認を受けなければなら

ない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札

に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 提出先 

３ に同じ

 提出期間 

告示の日から令和２年２月１２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時まで） 

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月１４日（金）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 
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 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を添付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年２月２５日（火）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区仲町 4 丁目 2-20 エコ計画浦和ビル３階西会議室 

 入札保証金 

入札金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さい

たま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 最低制限価格 

   設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最も最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は１回とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定において無効と定める入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部介護保険課 

電話 ０４８（８２９）１２６５   FAX０４８－８２９－１９８１ 

 業務を担当する課 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部介護保険課 

電話 ０４８（８２９）１２６５   FAX０４８－８２９－１９８１ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は免除とする。 

 契約書作成の要否 

 要 

 議決の要否 

  否 

８ その他 

 契約条項等は、さいたま市市長公室広聴課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１７９号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び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。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第 55 条

の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。

令和２年１月３０日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり
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生活保護法による医療機関の指定

さいたま市告示第　　　　号

　生活保護法（ 昭和25年法律第144号） 第49条の規定に基づき、医療機関を指定したので

同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。

令和 2年 1月16日

さいたま市長 清水　勇人

指定医療機関

　 名 称 （ 氏 名 ） 所 在 地 開設者名 指定年月日

さいたま市南区辻８－２３－１４北戸田駅前まつもとクリニック 松本　健二 R02. 01. 01
２階

さいたま市中央区大戸１－９－７ナカニシデンタルクリニック 中西　伸介 R01. 12. 01

さいたま市大宮区宮町１－６７大宮銀座通り歯科 小川　信 R01. 10. 01
大宮あづまビル２Ｆ

さいたま市浦和区東仲町１１－５たぼ歯科医院 医療法人社団　幸誠会 R02. 01. 01
ガーデンビル１階

さいたま市浦和区上木崎２－１５－３与野歯科・ 矯正歯科 医療法人社団　大志 R01. 12. 01
１階

さいたま市南区辻７－５－２５訪問看護ステーション　夢眠みなみうらわ 株式会社　夢眠ホーム R01. 08. 01

さいたま市南区南浦和２－１８－１５訪問看護ステーション 株式会社ＪＳＨ R02. 01. 01コルディアーレ南浦和 ＦＡＶＯ南浦和１階１０１号室

さいたま市北区宮原町１－８５３－８ロサ薬局 ロサ薬局株式会社 R01. 12. 01

さいたま市浦和区北浦和１－１－１１キリン堂薬局　浦和元町店 株式会社　キリン堂 R01. 12. 01
登坂ビル１階
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１８０号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 49 条及び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。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定医療機関から廃止の届出があったので、生活

保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。

令和２年１月３０日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり
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生活保護法による指定医療機関の廃止の届出

さいたま市告示第　　　　号

　生活保護法（ 昭和25年法律第144号） 第49条の規定による、指定医療機関から廃止の届出があったので、

同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。

令和 2年 1月16日

さいたま市長 清水　勇人

指定医療機関

名 称 所 在 地 廃止年月日

さいたま市大宮区大門町１－６９医療法人社団　創豊会 R02. 01. 09シーアンドアールクリニック 武蔵屋ビル３Ｆ

さいたま市南区別所７－６－８健身会　タワークリニック R01. 12. 13
ライブタワー武蔵浦和２０１

さいたま市浦和区上木崎４－１－３１杼窪皮膚科クリニック R01. 12. 13

さいたま市北区宮原町１－８５３－８中村クリニック R01. 12. 17

さいたま市西区指扇２５６７－２さく らライフ大宮クリニック ドエル嶋田Ａ１０１ R01. 12. 20

さいたま市浦和区常盤３－１４－１川上医院 R01. 12. 17

さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－３－２５武笠診療所 R01. 12. 17

さいたま市浦和区瀬ヶ崎２－１４－３澤野内科小児科医院 R01. 12. 17

さいたま市大宮区東町２－１４継日堂斉藤医院 R02. 01. 09

さいたま市北区土呂町２－２４－１埼玉県立小児医療センター附属 R01. 12. 17―大宮小児保健センタ

さいたま市北区日進町２－１１６２－１プラザクリニック R01. 12. 17

さいたま市南区南本町１－１０－１那須メンタルクリニック R01. 12. 13
南浦和朝日ビル２Ｆ

さいたま市浦和区高砂２－１１－１３ナカニシデンタルクリニック R01. 11. 30
新和ビル３Ｆ

さいたま市緑区道祖土２－１６－１５あさか歯科医院 R01. 10. 31

さいたま市浦和区北浦和１－１－１１キリン堂薬局　北浦和駅前店 R01. 11. 30
登坂ビル２階

さいたま市浦和区元町２－４－８キリン堂薬局　浦和元町店 R01. 11. 30
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１８１号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 55 条及び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。以下

｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定に基づき、施術者を指定したので、生活保護法第 55 条の

3及び支援法第 14条第 4項の規定により、次のとおり告示する。

令和２年１月３０日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり
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生活保護法による施術者の指定

さいたま市告示第　　　　号

　生活保護法（ 昭和25年法律第144号） 第49条（ 同法第55条において準用する場合を含む。） の規定に基づき、

施術者を指定したので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。

令和 2年 1月16日

さいたま市長 清水　勇人

指定施術者

氏 名 住 所 名 称 所 在 地 指定年月日

さいたま市中央区下落合１７１１早川　暁啓 アキ接骨院            - R01. 12. 05
シティーマークタワー２１－１０４
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１８２号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び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。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から変更の届出があったの

で、生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和２年１月３０日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり
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生活保護法による指定介護機関の変更の届出

さいたま市告示第　　　　号

　生活保護法（ 昭和25年法律第144号） 第54条の２第１項の規定による指定介護機関（ 同条第２項の規定に

より同条第１項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設を含む。） から変更の届出があったので

同法55条の２の規定により次のとおり告示する。

令和 2年 1月16日

さいたま市長 清水　勇人

指定介護機関（ 変更）

変 更 項 目 変 更 前 変 更 後 サービスの種類名 称 変更年月日

さいたま市西区三橋６－１６１７－１ さいたま市西区西大宮１－５５－４ニーズ訪問看護リハビリステーション 所在地変更 訪問看護 R01. 10. 01西大宮 ボヌール２１　２階　２０１号室

さいたま市西区三橋６－１６１７－１ さいたま市西区西大宮１－５５－４ニーズ訪問看護リハビリステーション 所在地変更 介護予防訪問看護 R01. 10. 01西大宮 ボヌール２１　２階　２０１号室
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１８３号

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第 54 条の 2 第 1 項及び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。以下｢支援法」という。）第 14 条第 4 項の規定による指定介護機関から廃止の届出があったの

で、生活保護法第 55 条の 3 及び支援法第 14 条第 4 項の規定により、次のとおり告示する。 

令和２年１月３０日

さいたま市長 清 水 勇 人

別紙のとおり
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生活保護法による指定介護機関の廃止の届出

さいたま市告示第　　　　号

　生活保護法（ 昭和25年法律第144号） 第54条の２第１項の規定による指定介護機関

（ 同条第２項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施

設を含む。） から廃止の届出があったので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示す

る。

令和 2年 1月16日

さいたま市長 清水　勇人

指定介護機関（ 廃止）

名 称 所  在  地 サービスの種類 廃止年月日

さいたま市浦和区常盤３－１４－１川上医院 居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市浦和区常盤３－１４－１川上医院 介護予防居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－３－２５武笠診療所 居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－３－２５武笠診療所 介護予防居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市北区日進町２－１１６２－１プラザクリニック 訪問看護 R01. 12. 17

さいたま市北区日進町２－１１６２－１プラザクリニック 訪問リハビリテーション R01. 12. 17

さいたま市北区日進町２－１１６２－１プラザクリニック 居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市北区日進町２－１１６２－１プラザクリニック 介護予防居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－３－２５武笠診療所 居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－３－２５武笠診療所 介護予防居宅療養管理指導 R01. 12. 17

さいたま市浦和区元町２－４－８キリン堂薬局　浦和元町店 居宅療養管理指導 R01. 11. 30

さいたま市浦和区元町２－４－８キリン堂薬局　浦和元町店 介護予防居宅療養管理指導 R01. 11. 30

さいたま市見沼区東宮下１９６医療法人一成会　さいたま記念病院 訪問リハビリテーション R01. 06. 30

さいたま市見沼区東宮下１９６医療法人一成会　さいたま記念病院 介護予防訪問リハビリテーション R01. 06. 30

さいたま市浦和区北浦和１－１－１１キリン堂薬局　北浦和駅前店 居宅療養管理指導 R01. 11. 30
登坂ビル２階

さいたま市浦和区北浦和１－１－１１キリン堂薬局　北浦和駅前店 介護予防居宅療養管理指導 R01. 11. 30
登坂ビル２階

さいたま市見沼区東宮下字西１９６さいたま記念病院　リハビリテーションセン 通所リハビリテーション R01. 06. 30ター
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生活保護法による指定介護機関の廃止の届出

さいたま市告示第　　　　号

　生活保護法（ 昭和25年法律第144号） 第54条の２第１項の規定による指定介護機関

（ 同条第２項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施

設を含む。） から廃止の届出があったので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示す

る。

令和 2年 1月16日

さいたま市長 清水　勇人

指定介護機関（ 廃止）

名 称 所  在  地 サービスの種類 廃止年月日

さいたま市見沼区東宮下字西１９６さいたま記念病院　リハビリテーションセン 介護予防通所リハビリテーション R01. 06. 30ター

さいたま市西区指扇２５６７－２さく らライフ大宮クリニック ドエル嶋田Ａ１０１ 訪問看護 R01. 12. 20

さいたま市西区指扇２５６７－２さく らライフ大宮クリニック ドエル嶋田Ａ１０１ 訪問リハビリテーション R01. 12. 20

さいたま市西区指扇２５６７－２さく らライフ大宮クリニック ドエル嶋田Ａ１０１ 居宅療養管理指導 R01. 12. 20

さいたま市西区指扇２５６７－２さく らライフ大宮クリニック ドエル嶋田Ａ１０１ 介護予防訪問看護 R01. 12. 20

さいたま市西区指扇２５６７－２さく らライフ大宮クリニック ドエル嶋田Ａ１０１ 介護予防訪問リハビリテーション R01. 12. 20

さいたま市西区指扇２５６７－２さく らライフ大宮クリニック ドエル嶋田Ａ１０１ 介護予防居宅療養管理指導 R01. 12. 20
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１８４号

次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和２年２月４日までに返還

の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和２年１月３０日

さいたま市長 清 水 勇 人

・ 次の表のとおり

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色
年齢

（推定）

首輪の

有無
特  徴

１月

２９日
猫 北区日進町 雑種 オス 黒 １～３歳 無

負傷動物     

左耳 Vカットあり

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１８５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、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。

令和２年１月３０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市西区大字佐知川字前１１９６番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 （省略）

３ 許可番号

令和２年 １月２３日

第変‐Ｎ２０１９０７５号

４ 検査済証番号

令和２年 １月２９日

第完‐Ｎ２０１９０７５号
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１８６号 

さいたま市総合療育センターひまわり学園医務課複写機賃貸借について、次のとおり一般競争入札

を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の

６の規定に基づき公告する。 

令和２年１月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市総合療育センターひまわり学園医務課複写機賃貸借 

 借入場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ 

さいたま市総合療育センターひまわり学園 １階 医務課執務室 

 数量・特質等 

仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

（地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納

入等）（以下「名簿」という。）に営業種目「ＯＡ機器リース等」で登載されていること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２ 及び２ の要件を満たす者に対して、入札説明書を交付する

とともに、仕様書を貸与する。 

 交付場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総

務課 

担当 小川 電話 ０４８（６２２）１２１１ 

 交付期間 
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告示の日から令和２年２月１７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）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） 

 交付費用 

無償にて交付する。 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日にお

いて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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るものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年２月２６日（水）午前１１時００分 

イ 場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ 総合療育センターひまわり学園２階会議室 
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 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年２月２６日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の

範囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札

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する。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総

務課 

電話 ０４８（６２２）１２１１ 

 業務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園医

務課 

電話 ０４８（６２２）１７３４ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 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る。 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。

 令和２年度以降の予算について、本契約に係る予算措置がされない場合は、変更契約の締結ま

たは契約の解除を行う場合がある。

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課及びホームペー
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ジにおいて閲覧できる。 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１８７号 

さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和２年１月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市総合療育センターひまわり学園医事業務 

 履行場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ 総合療育センターひまわり学園 

さいたま市桜区田島２－１６－２ 療育センターさくら草 

 業務概要 

さいたま市総合療育センターひまわり学園及び療育センターさくら草における医事業務等  

を行う業務 

詳細については、入札説明書及び仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託

）（以下「名簿」という。）に業務「その他」で登載されていること。 

  次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 過去２年の間に、医療機関（医科及び歯科）において、医事業務一括を継続して１年以上に

わたり受託し、誠実に履行している実績を有すること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２ 及び２ の要件を満たす者に対して、入札説明書を交付する

とともに、仕様書を貸与する。 

 交付場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総
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務課 

担当 小川 電話 ０４８（６２２）１２１１ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月１７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）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） 

 交付費用及び交付方法 

入札説明書等は、ＣＤ－ＲＯＭで無償にて交付する。 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日にお

いて確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年２月２０日（木）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

 その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の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

り捨てるものとする。）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、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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令和２年２月２６日（水）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市西区三橋６－１５８７ 総合療育センターひまわり学園２階会議室 

 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１

３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年２月２６日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の

範囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札

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する。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総

務課 

電話 ０４８（６２２）１２１１ 

 業務を担当する課 

さいたま市西区三橋６－１５８７ さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園医

務課 

電話 ０４８（６２２）１７３４ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 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る。 

 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課及びホームペー

ジにおいて閲覧できる。
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http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１８８号

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の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。

令和２年１月３１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

(1) 住所 さいたま市南区南浦和二丁目３３番１３号Ａ．Ｍ．Ｕ．１Ｆ

(2) 氏名 株式会社赤木不動産 代表取締役 赤木 昭文

２ 位置指定道路の概要

(1) 道路の位置 さいたま市南区鹿手袋六丁目３２７番３

(2) 指定の年月日 令和２年１月３１日

(3) 指定の番号 第南１９－０４８号

(4) 道路の幅員 ４．３０ｍ

(5) 道路の延長 １２．７７ｍ
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さいたま市告示第１８９号

 さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

令和２年１月３１日

さいたま市長 清 水 勇 人 

-438-



   さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱の一部を改正する告示 

 さいたま市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱（平成１３年さいたま市告示第

４８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （助成）  （助成） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ 助成の回数は１年度５４回以内とする。ただし、

 身体障害者手帳３級の下肢又は体幹機能障害者に

ついては、３６回以内とする。 

２ 助成の回数は１年度３６回以内とする。ただし、

 身体障害者手帳３級の下肢又は体幹機能障害者に

ついては、２４回以内とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、年度の初日において

第８条に規定する登録者でなかった者が当該年度

の途中に次条の規定による申請を行った場合にあ

っては、申請の日の属する月以降の当該年度の月

数に４．５（身体障害者手帳３級の下肢又は体幹

機能障害者にあっては、３）を乗じて得た回数（

当該回数に１回未満の端数がある場合は、これを

切り上げた回数）以内とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、年度の初日において

第８条に規定する登録者でなかった者が当該年度

の途中に次条の規定による申請を行った場合にあ

っては、申請の日の属する月以降の当該年度の月

数に３（身体障害者手帳３級の下肢又は体幹機能

障害者にあっては、２）を乗じて得た回数以内と

する。 

 （利用方法）  （利用方法） 

第１０条 利用券の交付を受けた者（以下「利用者

」という。）は、福祉タクシー利用の際、１回の

乗車につき利用券１枚を当該福祉タクシーの運転

手に提出し、乗車料金から、一般乗用旅客自動車

運送事業（タクシー）の自動認可運賃等について

（平成２６年２月２８日付け関東運輸局長公示）

で定める普通車の距離制運賃のうち、当該福祉タ

クシーの運賃適用地域における普通タクシーの初

乗運賃の上限運賃を控除した額を運転手に支払わ

なければならない。 

第１０条 利用券の交付を受けた者（以下「利用者

」という。）は、福祉タクシー利用の際、１回の

乗車につき利用券１枚を当該福祉タクシーの運転

手に提出し、乗車料金から初乗運賃相当額を控除

した額を運転手に支払わなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年２月１日から施行する。ただし、第５条第２項及び第３項
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の改正は、同年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日から令和２年３月３１日までの間においては、第１０条第１

項中「乗車料金から、一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）の自動認可運賃等

について（平成２６年２月２８日付け関東運輸局長公示）で定める普通車の距離制

運賃のうち、当該福祉タクシーの運賃適用地域における普通タクシーの初乗運賃の

上限運賃を控除した額」とあるのは、「乗車料金から令和２年１月３１日における

初乗運賃相当額（乗車料金が同日における初乗運賃相当額を下回る場合は、乗車料

金相当額）を控除した額」と読み替えるものとする。 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１９０号

大宮盆栽ブランド化業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。 

つきましては、次のとおり企画提案書の提出を招請します。 

令和２年１月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

 件名 

大宮盆栽ブランド化業務 

 履行場所 

さいたま市北区盆栽町２６７－１外 

 提案限度額 

９,２４８，０００円を上限とする（消費税及び地方消費税を含む）。 

 業務概要 

大盆栽まつりで大宮盆栽村を訪れる観光客の満足度、回遊性の向上を図るため盆栽四季の家及

び四季の家駐車場において、おもてなしの休憩スペースの提供やシャトルバスの運行などを行う。 

 履行期間 

契約締結の日から２０２０年６月３０日（火）まで。（ただし、提案内容によって日付の変更

は可能とする。）本業務の契約は令和２年度予算の議決を条件とする。 

２ 企画提案書の提出の資格に関する事項 

  企画提案書を提出しようとする者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 この告示をした日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務

委託）に業務「イベント・催事」、または「その他」で登載されていること。 

 この告示をした日から企画提案書等提出期限までの間に、さいたま市物品納入等及び委託業務

業者入札参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市

の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参

加除外の措置を受けている期間がない者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

 ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受 

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７ 

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

  イ 地方自治法施行令（平成２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

３ 実施要項等の交付 

  企画提案書の提出を希望する者に対し、実施要項等を交付するものとする。 

 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所５階 さいたま市観光国際課 

  電話 ０４８（８２９）１３６５ 

イ さいたま市のホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p069627.html（以下、ホームページとはこの
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

URL を指す）。 

 配布期間 

令和２年１月３１日（金）から令和２年２月２１日（金）まで（３ アにおいては、さいたま

市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下

「休日」という。））を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 交付費用 

無償 

４ 質問の受付 

  企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり質

問することができる。 

 受付期間 

令和２年１月３１日（金）から令和２年２月１２日（水）まで 

 提出書式 

所定の書式（様式１）をホームページからダウンロードの上、必要事項を記入し、電子メール

（宛先：kanko-kokusai@city.saitama.lg.jp）にて提出すること。なお、電話での質問には応じ

ない。質問書の送信後、３ アへ電話による到着確認すること。確認電話の受付時間は、休日を

除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

また、質問のない場合は、提出する必要はない。 

 質問書の回答 

令和２年２月１４日（金）を目途にホームページ上にて公開する。 

５ 企画提案書等の提出 

 提出書類 

ア 参加申込書（様式２） 

イ 誓約書（様式３） 

ウ 企画提案書表紙（様式４） 

エ 提案内容（様式は任意） 

オ 会社概要（様式は任意） 

カ 業務工程表（様式は任意） 

キ 業務経歴書（様式５） 

ク 業務の実施体制調書（様式６） 

ケ 見積書（様式は任意） 

 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

  ア 受付期間 

    令和２年２月２１日（金）の午後５時まで 

  イ 提出場所 

    「８ 連絡先」に記載のとおり 

  ウ 郵送による場合 

① 受領期間 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

令和２年２月２０日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む）により提出すること。 

    企画提案書等の郵送後、３ アへ電話による連絡をすること。受付時間は、休日を除く午前

９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

②送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市観光国際課 

 無効となる企画提案書等 

次の企画提案書等は、無効とする。 

  ア ２に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

  イ 企画提案書等に虚偽の記載をしたとき。 

６ 事業者選定の方法 

  応募資格要件を審査の上、提出された企画提案書の内容により書類審査を行う。 

  ア 日時 

    令和２年２月２５日（火） 

  イ 結果通知 

    令和２年２月２７日（木）以降に電子メールにて通知する。 

７ その他 

 企画提案書等の作成に係る費用は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は、返却しない。 

 詳細は、実施要項による。 

８ 連絡先 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市観光国際課 

  電話 ０４８（８２９）１３６５ 

  ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

  メールアドレス kanko-kokusai@city.saitama.lg.jp 
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さいたま市告示一覧（令和２年１月１６日から同月３１日まで）

さいたま市告示第１９１号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和２年１月３１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和２年 １月２４日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 １２３台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/01/20 東浦和駅 埼玉県警13-3428888 A13AJ52639          

2020/01/20 東浦和駅 埼玉県警15-5563518 A15AA32384          

2020/01/20 南浦和駅東口 不明 HB0710987           

2020/01/20 南浦和駅東口 埼玉県警19-190272290 JMH171203973        

2020/01/20 南浦和駅東口 埼玉県警19-193570380 STD329504           

2020/01/20 南浦和駅西口 埼玉県警19-190236633 A18AK47933          

2020/01/20 南浦和駅西口 埼玉県警17-7192461 STPKF16528          

2020/01/20 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7362394 GC7F03516           

2020/01/20 武蔵浦和駅 不明 K81003491           

2020/01/20 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8014810 VA60242             

2020/01/20 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5303444 RT5D02811           

2020/01/20 西浦和駅 埼玉県警16-6336059 A15AA45995          

2020/01/21 南浦和駅東口 埼玉県警18-8414013 V180705062          

2020/01/21 武蔵浦和駅 埼玉県警20-200153561 STSGF03447          

2020/01/21 武蔵浦和駅 埼玉県警19-194852290 STH023592           

2020/01/22 武蔵浦和駅 赤羽E-88190 H9A53716            

2020/01/22 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7391002 S7E207509           

2020/01/22 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6092863 SQA069272           

2020/01/22 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8012982 S7K045965           

2020/01/22 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7431381 S7F080230           

2020/01/23 東浦和駅 埼玉県警14-4215197 A14AA87077          

2020/01/23 南浦和駅東口 埼玉県警18-8027001 A17AD23724          

2020/01/23 武蔵浦和駅 赤羽F-94565 SSD050784           

2020/01/23 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8523040 SSI 345670           

2020/01/23 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5408329 F50618507           

2020/01/23 西浦和駅 不明 S001251608          

2020/01/27 1/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/01/24 東浦和駅 埼玉県警18-8109002 S7H011781           

2020/01/24 東浦和駅 不明 HG3TC04385          

2020/01/24 南浦和駅東口 埼玉県警12-2353457 H7D29797            

2020/01/24 南浦和駅東口 埼玉県警17-7554838 A17AH13589          

2020/01/24 南浦和駅東口 埼玉県警13-3222152 SNC002796           

2020/01/24 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8412975 SSI 315118           

2020/01/24 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5395126 FD1405045           

2020/01/24 西浦和駅 埼玉県警14-4366661 A14PH29094          

2020/01/24 西浦和駅 埼玉県警15-5269524 A14PL08685          

2020/01/24 西浦和駅 埼玉県警11-1139598 TF0M25473           

2020/01/24 西浦和駅 埼玉県警08-8516576 LHE02108            

2020/01/27 2/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/01/20 大宮駅東口 埼玉県警17-7536517 S8700191            

2020/01/20 大宮駅西口 埼玉県警18-8309043 G130906603          

2020/01/20 大宮駅西口 埼玉県警17-7153943 A16A162026          

2020/01/20 大宮駅西口 埼玉県警09-9225567 GF9C25807           

2020/01/20 宮原駅東口 埼玉県警15-5315080 FN5B00829           

2020/01/20 東大宮駅西口 埼玉県警11-1405647 LHC67983            

2020/01/20 東大宮駅西口 埼玉県警19-193683851 SH0H3283            

2020/01/21 大宮駅東口 埼玉県警19-193251269 G189G62372          

2020/01/21 大宮駅東口 小松川H-29999 K161104129          

2020/01/21 宮原駅西口 埼玉県警14-4537028 S7400609            

2020/01/21 東大宮駅東口 埼玉県警11-1209873 S0G90128            

2020/01/21 指扇駅 埼玉県警14-4396921 B3J71718            

2020/01/22 大宮駅西口 都島262819 G150145167          

2020/01/22 大宮駅西口 埼玉県警18-8285748 STQLZ05461          

2020/01/22 大宮駅西口 埼玉県警18-8244047 A17PL03178          

2020/01/22 東大宮駅東口 埼玉県警14-4058669 S7I 42837            

2020/01/22 東大宮駅西口 埼玉県警19-192041333 GC8K04747           

2020/01/23 大宮駅東口 埼玉県警16-6391598 V160413073          

2020/01/23 大宮駅東口 不明 ZY9L043708          

2020/01/23 東大宮駅西口 埼玉県警17-7208618 S6L101739           

2020/01/23 東大宮駅西口 埼玉県警18-8392869 T18H04910           

2020/01/23 新都心駅東口 埼玉県警19-190016820 SSI 001215           

2020/01/24 大宮駅東口 埼玉県警13-3216613 SMK127241           

2020/01/24 大宮駅東口 埼玉県警19-191105680 PMH7078052          

2020/01/24 大宮駅東口 埼玉県警19-193252214 GC8L30200           

2020/01/24 大宮駅西口 埼玉県警18-8285038 VBK85503411         

2020/01/27 3/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/01/24 大宮駅西口 埼玉県警18-8099241 STQCF04144          

2020/01/24 東大宮駅東口 埼玉県警93-3132389 3A18087             

2020/01/24 東大宮駅西口 埼玉県警19-193598110 STF325233           

2020/01/24 東大宮駅西口 埼玉県警10-0210367 B9G07551            

2020/01/24 大宮公園駅 不明 JLT2018030019       

2020/01/27 4/7 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/01/20 浦和駅東口 埼玉県警18-8121170 S7L106741           

2020/01/20 浦和駅西口 曽根21806 9Y0?728             

2020/01/20 北浦和駅東口 埼玉県警18-8416765 A17MI 25407          

2020/01/20 北浦和駅西口 埼玉県警14-4616763 S9400512            

2020/01/20 与野駅東口 埼玉県警19-194879024 STH020833           

2020/01/20 与野駅西口 埼玉県警20-200180305 STE046490           

2020/01/20 与野本町駅 埼玉県警19-191696964 A18AK24734          

2020/01/20 南与野駅 不明 S409150038          

2020/01/21 浦和駅西口 不明 LY17A13246          

2020/01/21 浦和駅西口 埼玉県警17-7010512 A16AG10061          

2020/01/21 浦和駅西口 埼玉県警14-4513228 ZP13J71293          

2020/01/21 北浦和駅東口 埼玉県警18-8495871 STRHA05085          

2020/01/21 北浦和駅西口 浪速177331 F111109076          

2020/01/21 北浦和駅西口 埼玉県警19-191503465 T18J04101           

2020/01/21 新都心駅西口 埼玉県警10-0628316 H8E58572            

2020/01/21 与野本町駅 埼玉県警02-2293894 B2B35446            

2020/01/22 浦和駅東口 埼玉県警17-7337574 V161113415          

2020/01/22 北浦和駅東口 埼玉県警15-5097002 FS4J4213            

2020/01/22 北浦和駅東口 埼玉県警18-8245230 TCAKG263            

2020/01/22 北浦和駅東口 埼玉県警19-195040575 A19AA06765          

2020/01/22 北浦和駅東口 埼玉県警17-7238572 B7C58165            

2020/01/22 北浦和駅東口 埼玉県警12-2044729 B1K13693            

2020/01/22 北浦和駅東口 埼玉県警19-193342132 STE304784           

2020/01/22 北浦和駅西口 不明 C4AA0884            

2020/01/22 北浦和駅西口 埼玉県警17-7296282 SB603467            

2020/01/22 北浦和駅西口 埼玉県警12-21528?? NW10157             
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/01/22 北浦和駅西口 埼玉県警17-7181427 A17AB45369          

2020/01/22 北浦和駅西口 埼玉県警15-5338192 B3K72536            

2020/01/22 北浦和駅西口 埼玉県警16-6010481 B5X72066            

2020/01/22 北浦和駅西口 埼玉県警19-193049451 A19AA75274          

2020/01/22 北浦和駅西口 埼玉県警19-194963246 STH013599           

2020/01/22 与野駅西口 埼玉県警18-8115771 A17AH79218          

2020/01/22 新都心駅西口 埼玉県警12-2556425 K11LK03725          

2020/01/22 北与野駅 埼玉県警05-5512209 GF5G91031           

2020/01/22 与野本町駅 不明 GD3K02004           

2020/01/22 与野本町駅 埼玉県警10-0353187 S0C13063            

2020/01/23 浦和駅西口 埼玉県警19-192468981 B4L49124            

2020/01/23 浦和駅西口 埼玉県警12-2612252 KG2D04496           

2020/01/23 浦和駅西口 埼玉県警19-192309395 GC8L48360           

2020/01/23 浦和駅西口 埼玉県警00-03?7108 0G04516             

2020/01/23 与野駅東口 不明 HBA11D000205        

2020/01/23 与野本町駅 埼玉県警14-4410955 A14AD61155          

2020/01/23 与野本町駅 高島平D-38855 GF6H35014           

2020/01/23 与野本町駅 巣鴨C-50571 KG5L01193           

2020/01/23 与野本町駅 不明 LY17C16014          

2020/01/24 北浦和駅東口 埼玉県警18-8306469 STPI A17533          

2020/01/24 北浦和駅西口 埼玉県警14-4573842 S0I O23267           

2020/01/24 北与野駅 埼玉県警15-5364194 5N033140            

2020/01/24 与野本町駅 池袋F-96133 GC6G03395           
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岩槻自転車保管所

2020/01/20 岩槻駅 埼玉県警07-7205014 6V02926             

2020/01/20 東岩槻駅 埼玉県警16-6380516 SPJ000607           

2020/01/20 東岩槻駅 埼玉県警08-8009029 S7I 24166            

2020/01/21 岩槻駅 不明 不明 

2020/01/22 岩槻駅 埼玉県警14-4510999 S0I 005850           

2020/01/22 岩槻駅 埼玉県警18-8477113 HG3TC07038          

合計： 123台
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