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さいたま市告示第１９２号

道路の区域の変更に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更し

たので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一

般の縦覧に供する。 

令和２年２月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 道路の種類 一般国道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

１２２号 

さいたま市岩槻区本町三丁目 6060 番 7 地先 

さいたま市岩槻区本町三丁目 6061 番 5 地先 

前 

8.20 

～ 

12.05 

1.82 

さいたま市岩槻区本町三丁目 6060 番 7 地先 

さいたま市岩槻区本町三丁目 6061 番 5 地先 

後 

8.14 

～ 

8.20 

1.82 

２ 道路の種類 県道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

上野さいたま線 

さいたま市西区宮前町 1226 番 1 地先 

さいたま市西区宮前町 1237 番 5 地先 

前 

8.83 

～ 

10.18 

245.34 

さいたま市西区宮前町 1226 番 1 地先 

さいたま市西区宮前町 1237 番 5 地先 

後 

11.09 

～ 

12.04 

245.34 

３ 道路の種類 市道 

路線名 区間 
変更前 

変更後 

幅員

(m) 
延長(m) 

２１０９２号線 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 811 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 852 番 1 地先 

前 

1.79 

～ 

1.86 

111.10 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 811 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 852 番 1 地先 

後 4.01 111.10 

-1-
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２１１０６号線 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 851 番 1 地先 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

前 

1.81 

～ 

1.93 

77.72 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 851 番 1 地先 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

後 

2.92 

～ 

4.01 

77.72 

３０３１９号線 

さいたま市北区宮原町三丁目 348 番地先 

さいたま市北区宮原町三丁目 348 番地先 

前 

7.62 

～ 

8.01 

11.95 

さいたま市北区宮原町三丁目 348 番地先 

さいたま市北区宮原町三丁目 348 番地先 

後 

9.28 

～ 

9.44 

11.95 

４ ０ ７ ３ ７ 号 線

さいたま市西区大字指扇字五味貝戸 541 番 2 地先 

さいたま市西区大字指扇字五味貝戸 528 番 1 地先 

前 

1.82 

～ 

4.00 

207.81 

さいたま市西区大字指扇字五味貝戸 541 番 2 地先 

さいたま市西区大字指扇字五味貝戸 528 番 1 地先 

後 

2.91 

～ 

4.00 

207.81 

イワ１１０号線 

さいたま市岩槻区太田二丁目 7385 番 1 地先 

さいたま市岩槻区太田二丁目 7385 番 1 地先 

前 

12.01 

～ 

13.34 

6.81 

さいたま市岩槻区太田二丁目 7385 番 1 地先 

さいたま市岩槻区太田二丁目 7385 番 1 地先 

後 13.34 6.81 

-2-
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さいたま市告示第１９３号

道路の供用開始に関する告示

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始す

るので告示する。

 その関係図面は、告示の日より１５日間、さいたま市建設局北部建設事務所土木管理課において一

般の縦覧に供する。

令和２年２月３日

さいたま市長 清 水 勇 人

路線名 区間 供用開始年月日 

２１０９２号線 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 811 番 2 地先 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 852 番 1 地先 

令和 2 年 2 月 4 日 

２１１０６号線 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 851 番 1 地先 

さいたま市見沼区大字御蔵字高見 847 番 1 地先 

令和 2 年 2 月 4 日 

４０７３７号線 

さいたま市西区大字指扇字五味貝戸 541 番 2 地先 

さいたま市西区大字指扇字五味貝戸 528 番 1 地先 

令和 2 年 2 月 4 日 

-3-
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さいたま市告示第１９４号 

さいたま市の発注する「さいたま新都心サイン改修工事」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２月３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。 

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 ３１－３３７３－４

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 さいたま新都心サイン改修工事

工事場所 さいたま市中央区新都心地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年３月３１日まで

概要 大拠点サイン 2 基 中拠点サイン 4 基 誘導サイン 2 箇所 

予定価格（税込） ３１，８５６，０００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５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 とび・土工工事業 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 本市発注のとび・土工工事について、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２月３日（月）から

質問受付期間 令和２年２月 ３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 無

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

さいたま市都市局都心整備部都心整備課

電話 ０４８－８２９－１５７８

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 ３１－４３５６－１３５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 宮原歩道橋補修工事

工事場所 さいたま市北区宮原町４丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年９月３０日まで

概要 塗替塗装工 374 ㎡ 橋梁補修工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） ３８，１５９，０００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
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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２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 塗装工事業 

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 本市発注の塗装工事について、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２月３日（月）から

質問受付期間 令和２年２月 ３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。

・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 ０４８－６４６－３２０５

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 ３１－４４６５－４８

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（Ｒ２一般県道宗岡さいたま線）

工事場所 さいたま市桜区大字上大久保地内

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 178.3m 幅員 6.9～8.8m 舗装工 路面切削

（切削深さ t＝5cm）32 ㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12cm）1310 ㎡ 中

間層（再生粗粒度 As-20、t＝7cm）1310 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝

5cm）1020 ㎡ 半たわみ性舗装 323 ㎡ 区画線工一式 道路付属施設工一式 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２時１０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
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）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２月３日（月）から

質問受付期間 令和２年２月 ３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、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 ３１－４４６５－４９

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）その２

工事場所 さいたま市緑区大字三室地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年７月１０日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 134.0m 幅員 7.0～7.8m 舗装工 路面切削

（切削深さ t＝5cm）23 ㎡ 切削オーバーレイ（切削深さ t＝12cm）869 ㎡ 基層

（改質Ⅱ型粗粒度 As-20、t＝7cm）869 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝

5cm）892 ㎡ 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２時２０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 －
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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２月３日（月）から

質問受付期間 令和２年２月 ３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、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 ３１－３３７３－５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 さいたま新都心デジタルサイン設置工事

工事場所 さいたま市大宮区吉敷町４丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年３月３１日まで

概要 デジタルサインの設置 1 基 

予定価格（税込） ３４，３２０，０００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２時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 電気通信工事業 

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 本市発注の電気通信工事について、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２月３日（月）から

質問受付期間 令和２年２月 ３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 無

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

さいたま市都市局都心整備部都心整備課
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

電話 ０４８－８２９－１５７７

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 ３１－３１６２－２８

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 四谷１丁目公園予定地整備工事

工事場所 さいたま市南区四谷１丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年１１月３０日まで

概要 整備面積 2160 ㎡ 施設等撤去工一式 公園土工一式 擁壁工一式 植栽工一式 

給水設備工一式 雨水排水設備工一式 汚水排水設備工一式 照明灯 6 基 ソー

ラー照明灯 1 基 園路広場整備工一式 遊戯施設整備工一式 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１９日（水）午前９時から

令和２年２月２１日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月２５日（火）午前９時から

令和２年２月２６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２７日（木）午後１時３０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２月３日（月）から

質問受付期間 令和２年２月 ３日（月）午前９時から

令和２年２月１８日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月２１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
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１９５号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、さいたま都市計画道路を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第

１７条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の案について、本市

に意見書を提出することができる。

令和２年２月３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 都市計画の種類及び名称

（１） 種類 さいたま都市計画道路

（２） 名称 ８・７・４号七里駅南北自由通路

２ 都市計画を定める土地の区域

（１） ８・７・４号七里駅南北自由通路 

・ 追加する土地の区域 

   さいたま市見沼区大字風渡野字往還上西の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所

都市局都市計画部都市計画課、都市局まちづくり推進部区画整理支援課、都市局北部都市・公

園管理事務所管理課、都市局南部都市・公園管理事務所管理課、見沼区役所区民生活部総務課

４ 縦覧期間

令和２年２月３日（月）から令和２年２月１７日（月）まで

  ただし、土・日曜日・祝日は除く。

５ 意見書提出期間

令和２年２月３日（月）から令和２年２月１７日（月）まで

  ただし、土・日曜日・祝日は除く。

６ 意見書の提出先

さいたま市長 清 水 勇 人 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１９６号

東京２０２０大会開催を契機としたプロモーション業務について、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２月３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 

東京２０２０大会開催を契機としたプロモーション業務

 履行場所 

さいたま市及び連携自治体外 

 提案限度額 

１３，３６５，０００円を上限とする（消費税及び地方消費税を含む。） 

 業務概要 

東京２０２０大会の開催を契機に、大会期間中、大会開催後の誘客の促進、認知度の向上を図

るため、地域資源を活用したプロモーションを実施する。 

 履行期間 

契約締結日から令和３年３月３１日（水）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」、受注希望業務「イベント／企画・運営」に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  さいたま市観光国際課 

  電話 ０４８（８２９）１３６５ 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

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/p069297.html 

（以下、ホームページとはこの URL を指す）。

 配布期間 

令和２年２月３日（月）から令和２年２月１７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２月３日（月）から令和２年２月１３日（木）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１７日（月）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３月２日（月）の午後５時まで 

  イ 提出場所 

    「８ 連絡先」に記載のとおり 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

  ウ 郵送による場合 

①受領期間 

令和２年２月２８日（金）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３月３日（火） 

  イ 結果通知 

    令和２年３月４日（水）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２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第１９７号 

さいたま市個人番号カード交付等事務補助員派遣について、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２月３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市個人番号カード交付等事務補助員派遣

 履行場所

さいたま市西区西大宮三丁目４番地２ 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」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

与認定を受けている者であること。 

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第

８８号）第５条に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者であること。 

 単一契約又は同一履行期間の複数契約において、契約書上２０人以上を従事させる人材派遣業

務を受託し、かつ、適切に業務を完了（完了見込みを含む。）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、入札説明書等を交付するものとする。 

 交付場所 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市市民局区政推進部 

担当 中村 電話 ０４８（８２９）１８３３ 

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にて無償で交付する。

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（郵送不可）

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。

 交付方法

全て郵送とする。

 交付日

令和２年２月１９日（水）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。１人１時間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。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年２月２５日（火）午前１０時

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所西会議棟１階第７会議室
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 入札保証金

入札金額（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２５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、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丁目４番４号 さいたま市市民局区政推進部

電話 ０４８（８２９）１８３３

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市市民局区政推進部

電話 ０４８（８２９）１８３３

７ 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

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、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/001/p069681.html
 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。

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１９８号 

さいたま市支所・市民の窓口公金警備輸送等業務について、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２月３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市支所・市民の窓口公金警備輸送等業務

 履行場所

さいたま市西区大字西遊馬２３６－２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。）に業務種目「運送・運行」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。 

 直近２年間で、さいたま市指定金融機関である埼玉りそな銀行へ直接現金を納入する業務を受

託し、かつ適切に業務を完了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

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 住民記録・窓口改善担当 電話 ０４８（８２９）１８３３

 交付期間

  令和２年２月３日（月）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項に規定する休日を除く午前９時から午後４時
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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

 競争入札参加申込兼資格確認申請書

 受付場所

３ に同じ

 受付期間

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

 交付期間

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。 

 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

単価（月額）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（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７会議室

 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
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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

 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項に基づいて作成し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 さいたま市市民局区政推進部

電話 ０４８（８２９）１８３３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９２

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、さいたま市市民局区政推進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１９９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２月３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

さいたま市岩槻区本町六丁目 220 番 1、221 番 3、221 番 6、222 番 11、2506 番 1、
2506 番 3、2506 番 4、2519 番 3（２工区（全工区完了））

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号

 さいたま市長 清水 勇人

３ 許可番号

 平成３１年２月２５日

 第変‐Ｎ２９０８６号

４ 検査済証番号

令和 ２年 １月３１日

第完２Ｎ２９０８６号

-25-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２００号 

さいたま市税徴収金収納業務について、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２月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市税徴収金収納業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号外 

 業務内容 

さいたま市税徴収金収納業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）に従い、税徴収金の消込

（収入整理）業務、過誤納金の還付・充当業務、口座振替業務及び督促・催告業務を行う。 

 履行期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

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

）に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、本市内に本店または支店・営業所などを有していること。 

 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／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けていること。 

３ 仕様書の交付 

本入札に参加を希望する者に、１部を無償で直接交付し、下記期間中に交付場所において閲覧に

供する。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市財政局税務部収納対策課（さいたま市役所

６階） 
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 交付期間 

本入札の告示日から令和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

１時から午後４時までとする。） 

４ 質問の受付及び回答 

本入札の業務等に質問のある場合は、次により受け付けるものとする。 

 質問方法 

電子メールによる。 

 質問先 

さいたま市財政局税務部収納対策課 

電子メールアドレス shuuno-taisaku@city.saitama.lg.jp

 受付期間 

本入札の告示日から令和２年２月１２日（水）午後５時まで 

 回答方法 

令和２年２月１４日（金）に電子メールにて回答する。 

５ 入札参加資格の有無の確認 

本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込及び参加資格確認の申請を行わな

ければならない。 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の配付 

ア 配付場所 

３ に同じ

イ 配付期間 

３ に同じ

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

ア 提出書類 

(ア) 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

(イ) ２ 及び の資格を有することを証する書面の写し

イ 提出場所 

３ に同じ

ウ 受付期間 

３ に同じ

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 

一般競争入札参加申込及び参加資格確認の申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、

次により競争入札参加資格確認結果通知書（以下「通知」という。）を交付するものとする。 

ア 交付場所 

３ に同じ

イ 交付日時 
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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。 

ウ 交付方法 

郵送希望者については、５ の書類提出時において返信用封筒に９４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２１日（金）午後４時までにさいたま

市財政局税務部収納対策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 入札に関する注意事項 

 入札参加資格者の確認 

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。 

 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。 

 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はできない。 

ウ 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。 

８ 入札の日時及び場所 

 日時 

令和２年２月２５日（火）午後１時３０分 

 場所 

さいたま市浦和区仲町４丁目２番２０号 エコ計画浦和ビル３階西会議室 
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９ 入札及び開札の立会いに関する者の事項 

入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし、１名のみ入札場所に入場できる。代

理人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けなければな

らない。 

１０ 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。 

１１ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

８ に同じ

１２ 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。 

１３ 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。 

１４ 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。 

１５ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付しなければならない。ただし、さいたま市契約規則第３

０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

１６ 支払条件 

委託料の支払いは、契約履行確認検査後、毎月払いで消費税及び地方消費税額を加算した額と

する。なお、詳細については落札者決定後、協議を行う。 

１７ 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。 

 契約書の作成を要する。 

 本契約の効果は、令和２年度予算の成立を要件とする。 

 契約条項等は、さいたま市財政局税務部収納対策課及びホームページにおいて閲覧できる。 

１８ 問い合わせ先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市財政局税務部収納対

策課 

電話 ０４８（８２９）１１６７ 

電子メールアドレス shuuno-taisaku@city.saitama.lg.jp
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さいたま市告示第２０１号 

さいたま市市税等収納滞納帳票作成業務について、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２月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項

 件名 

さいたま市市税等収納滞納帳票作成業務

履行場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号外 

 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

）に業務名「電算」で登載されている者。 

 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。 

 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／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けていること。 

 過去２年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体において「帳票等作成、印字・

圧着、封入・封かん業務」の契約を締結し、誠実に履行した実績があること。 

３ 仕様書の交付 

本入札に参加を希望する者に１部を無償で直接交付し、下記期間中に交付場所において閲覧に供

する。 

 交付場所 
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さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号  さいたま市財政局税務部収納対策課（さいたま市役

所６階）

 交付期間 

本入札の告示日から令和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時までとする。） 

４ 質問の受付及び回答 

本入札の業務等に質問のある場合は、次により受け付けるものとする。 

 質問方法 

電子メールによる。 

 質問先 

さいたま市財政局税務部収納対策課 

電子メールアドレス shuuno-taisaku@city.saitama.lg.jp

 受付期間 

本入札の告示日から令和２年２月１２日（水）午後５時まで 

 回答方法 

令和２年２月１４日（金）に電子メールにて回答する。 

５ 入札参加資格の有無の確認 

本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込及び参加資格確認の申請を行わな

ければならない。 

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の配付 

ア 配付場所 

３ に同じ

イ 配付期間 

３ に同じ

 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

ア 提出書類 

(ア) 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

(イ) ２ 及び の資格を有することを証する書面の写し

イ 提出場所 

３ に同じ

ウ 受付期間 

３ に同じ

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 

一般競争入札参加申込及び参加資格確認の申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、

次により競争入札参加資格確認結果通知書（以下「通知」という。）を交付するものとする。 

ア 交付場所 
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３ に同じ

イ 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。 

ウ 交付方法 

郵送希望者については、５ の書類提出時において返信用封筒に９４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２１日（金）午後４時までにさいたま

市財政局税務部収納対策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 入札に関する注意事項 

 入札参加資格者の確認 

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。 

 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。

 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はできない。 

ウ 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。 

８ 入札の日時及び場所 

 日時 

令和２年２月２５日（火）午後２時００分 
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 場所 

さいたま市浦和区仲町４丁目２番２０号 エコ計画浦和ビル３階西会議室 

９ 入札及び開札の立会いに関する者の事項 

入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし、１名のみ入札場所に入場できる。代

理人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けなければな

らない。 

１０ 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。 

１１ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年２月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

８ に同じ

１２ 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。 

１３ 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。 

１４ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付しなければならない。ただし、さいたま市契約規則第３

０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

１５ 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。 

 契約書の作成を要する。 

 本契約の効果は、令和２年度予算の成立を要件とする。 

 契約条項等は、さいたま市財政局税務部収納対策課及びホームページにおいて閲覧できる。 

１６ 問い合わせ先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号  

さいたま市財政局税務部収納対策課 

電話 ０４８（８２９）１１６７ 

電子メールアドレス shuuno-taisaku@city.saitama.lg.jp
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さいたま市告示第２０２号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文、第４２条の２第１項本文及び第５３

条第１項本文に規定する指定を次のとおり指定したので、同法第７８条第１項、第７８条の１１及び

第１１５条の１０第１項の規定により告示する。

令和２年２月３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設・事業所

（１） アース訪問看護リハビリステーション

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 1 丁目 18 番 19 号岩崎コーポ 102 
イ 事業種別  訪問看護

ウ 申請者   株式会社匠メディカルケア

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字大道 493 番地 1
オ 代表者   代表取締役 計良 匠

カ 指定番号  1166591101 
キ 指定年月日 令和 2 年 2 月 1 日

（２） アース訪問看護リハビリステーション

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区本丸 1 丁目 18 番 19 号岩崎コーポ 102 
イ 事業種別  介護予防訪問看護

ウ 申請者   株式会社匠メディカルケア

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字大道 493 番地 1 
オ 代表者   代表取締役 計良 匠

カ 指定番号  1166591101 
キ 指定年月日 令和 2 年 2 月 1 日

（３） おたっしゃ倶楽部 健康半日デイ

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区領家 7 丁目 28 番 7 号

イ 事業種別  通所介護

ウ 申請者   社会福祉法人 鴻鵠の会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 3 丁目 83 番地 4 
オ 代表者   理事長 山﨑 きくえ

カ 指定番号  1176518015 
キ 指定年月日 令和 2 年 2 月 1 日

（４） だんらんの家 大和田町

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 1032 番地 2 
イ 事業種別  地域密着型通所介護

ウ 申請者   株式会社 L’affection 
エ 申請者住所 東京都台東区浅草 5 丁目 54 番 4 号

オ 代表者   代表取締役 長野 雅子

カ 指定番号  1196501090 
キ 指定年月日 令和 2 年 2 月 1 日
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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

-35-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２０３号

介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。

令和２年２月３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設・事業所

（１） おたっしゃ倶楽部 健康半日デイ

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区領家 7 丁目 28 番 7 号

イ 事業種別  介護予防通所介護サービス

ウ 申請者   社会福祉法人 鴻鵠の会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 3 丁目 83 番地 4 
オ 代表者   理事長 山﨑 きくえ

カ 指定番号  1176518015 
キ 指定年月日 令和 2 年 2 月 1 日

２ 連絡先

（１）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

（２）電話 ０４８（８２９）１２６５
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さいたま市告示第２０４号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号、第７８条の１１第１項第２号、第

８５条第１項第２号及び第１１５条の１０第１項第２号の規定により告示する。

令和２年２月３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 廃止した施設・事業所

（１）大宮中央訪問看護ステーションわかば

ア 住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1 丁目 198 番地

イ 事業種別 訪問看護

ウ 申請者 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1 丁目 227 番地

オ 代表者 理事長 神戸成美

カ 指定番号 1160390088 
キ 廃止年月日 令和元年 12 月 31 日

（２）大宮中央訪問看護ステーションわかば

ア 住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1 丁目 198 番地

イ 事業種別 介護予防訪問看護

ウ 申請者 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区東大成町 1 丁目 227 番地

オ 代表者 理事長 神戸成美

カ 指定番号 1160390088 
キ 廃止年月日 令和元年 12 月 31 日

（３）ホームヘルパーそらいろ

ア 住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 1 丁目 330 番地 2 
イ 事業種別 訪問介護

ウ 申請者 ハートバンク株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 1 丁目 330 番地 2 
オ 代表者 代表取締役 岩﨑 英治

カ 指定番号 1176505004 
キ 廃止年月日 令和 2 年 1 月 31 日

（４）ホームヘルパーそらいろ

ア 住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 1 丁目 330 番地 2 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者 ハートバンク株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 1 丁目 330 番地 2 
オ 代表者 代表取締役 岩﨑 英治

カ 指定番号 1176505004 
キ 廃止年月日 令和 2 年 1 月 31 日

（５）ホームヘルパーそらいろ
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ア 住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 1 丁目 330 番地 2 
イ 事業種別 家事支援型訪問サービス

ウ 申請者 ハートバンク株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 1 丁目 330 番地 2 
オ 代表者 代表取締役 岩﨑 英治

カ 指定番号 1176505004 
キ 廃止年月日 令和 2 年 1 月 31 日

（６）だんらんの家 大和田町

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 1032 番地 2 
イ 事業種別 地域密着型通所介護

ウ 申請者 株式会社 平成エンタープライズ

エ 申請者住所 埼玉県志木市本町 5-22-26 HEG ビル

オ 代表者 代表取締役 田倉 貴弥

カ 指定番号 1176511234 
キ 廃止年月日 令和 2 年 1 月 31 日

（７）おたっしゃ倶楽部ケアマネ事務所

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 3 丁目 83 番地 4 
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 社会福祉法人 鴻鵠の会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 3 丁目 83 番地 4 
オ 代表者 理事長 山﨑 きくえ

カ 指定番号 1176511788 
キ 廃止年月日 令和 2 年 1 月 31 日

（８）ケアバンクあさひ

ア 住所 埼玉県さいたま市西区西遊馬 1272 番地 1 
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 株式会社あさひ

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区西遊馬 1272 番地 1 
オ 代表者 代表取締役 大島 忠良

カ 指定番号 1176514246 
キ 廃止年月日 令和 2 年 1 月 31 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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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２０５号

盆栽春まつり開催事業業務について、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２月４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 

盆栽春まつり開催事業業務 

 履行場所 

さいたま市大宮区 

 提案限度額 

９，０００，０００円を上限とする（消費税及び地方消費税を含む）。 

 業務概要 

大宮地域にちなんだ芸術文化であり、世界盆栽大会の会場に多くの来場者を集めた盆栽を活用

し、北区の大宮盆栽村周辺で行われる大盆栽まつりと同日に大宮駅東口の銀座通り周辺や大宮駅

西口において集客イベントを開催することで、相乗効果による誘客の促進をはかり、地域経済の

活性化を図る内容とする。詳細については要求事項のとおり。 

 履行期間 

契約締結の日から令和２年６月１日（月）まで（ただし提案内容によって日付の変更は可能と

する）。 

なお、本業務の契約は令和２年度予算の議決を条件とする。 

２ 企画提案書の提出者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」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 本庁舎５階 さいたま市経済局商工観光部商業振興課 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

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/p069497.html（以下、ホームページとはこ

のＵＲＬを指す）。

 配布期間 

令和２年２月４日（火）から令和２年２月１８日（火）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４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２月４日（火）から令和２年２月１９日（水）午後４時まで 

 提出方法 

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：shogyo-shinko @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をすること。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４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２１日（金）を目処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（様式は任意） 

エ 会社概要（様式は任意） 

オ 業務工程表（様式は任意） 

カ 業務経歴書（様式４） 

キ 業務の実施体制調書（様式５） 

ク 見積書（様式は任意） 

 提出方法 

持参により提出すること。 

ア 受付期間 

令和２年３月６日（金）の午後４時まで 

イ 提出場所 

３ アに同じ
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

 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３月１３日（金） 

イ 結果通知 

令和２年３月２４日（火）以降、参加者へ企画提案書に記載された電子メールアドレス及び

住所に通知する。 

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 本庁舎５階 さいたま市経済局商工観光部商業振興課 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

メールアドレス shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２０６号

鉄道ふれあいフェア開催事業業務について、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２月４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 

鉄道ふれあいフェア開催事業業務 

 履行場所 

さいたま市大宮区 

 提案限度額 

１１，０００，０００円を上限とする（消費税及び地方消費税を含む）。 

 業務概要 

ＪＲ東日本大宮総合車両センターが主催する「ＪＲおおみや鉄道ふれあいフェア」と同日に開

催するイベントを実施する。本市の持つ「鉄道文化」や「鉄道のまち大宮」を広くＰＲし、併せ

て市内の地域資源の情報発信を行うことにより、大宮駅周辺の商店街・商業施設の誘客を促進す

ることで、地域経済の活性化を図る内容とする。詳細については要求事項のとおり。 

 履行期間 

契約締結の日から令和２年８月３１日（月）まで。（ただし提案内容によって日付の変更は可

能とする。） 

なお、本業務の契約は令和２年度予算の議決を条件とする。 

２ 企画提案書の提出者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」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 本庁舎５階 さいたま市経済局商工観光部商業振興課 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

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/p069416.html（以下、ホームページとはこ

のＵＲＬを指す）。

 配布期間 

令和２年２月４日（火）から令和２年２月１８日（火）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４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２月４日（火）から令和２年２月１９日（水）午後４時まで 

 提出方法 

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：shogyo-shinko @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をすること。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４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２１日（金）を目処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（様式は任意） 

エ 会社概要（様式は任意） 

オ 業務工程表（様式は任意） 

カ 業務経歴書（様式４） 

キ 業務の実施体制調書（様式５） 

ク 見積書（様式は任意） 

 提出方法 

持参により提出すること。 

ア 受付期間 

令和２年３月６日（金）午後４時まで 

イ 提出場所 

３ アに同じ
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

 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３月１３日（金） 

イ 結果通知 

令和２年３月２４日（火）以降、参加者へ企画提案書に記載された電子メールアドレス 

及び住所に通知する。 

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 本庁舎５階 さいたま市経済局商工観光部商業振興課 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

メールアドレス shogyo-shinko@city.saitama.lg.jp 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２０８号 

さいたま市立保育園産育休代替保育士派遣業務について、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

づき告示する。

令和２年２月４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立保育園産育休代替保育士派遣業務

 就業場所

仕様書のとおり（市内公立保育園）

 業務概要

  仕様書のとおり

 派遣期間

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」で登載されている者であること。

 本入札の告示日において、厚生労働大臣から一般労働者派遣事業許可を受けている者であるこ

と。

 過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたっ

て締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであること。 

 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 さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 

担当 公立保育係 森山、中村 電話 ０４８（８２９）１８６７

 交付期間
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

告示の日から令和２年２月１８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時から正午まで及び午後１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

全て郵送とする。

 交付日時

令和２年２月２５日（火）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。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をもって落札価格とする。また、支

払金額は、落札価格に履行した業務数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金

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。）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） 午後３時５０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

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
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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１３条の規定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 さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課

電話 ０４８（８２９）１８６７ ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６ 

 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 ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６

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

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課及びホームページにおいて閲覧でき

る。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p063319.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。

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第２０９号 

さいたま市立保育園育成支援担当保育士派遣業務について、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

づき告示する。

令和２年２月４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立保育園育成支援担当保育士派遣業務

 就業場所

仕様書のとおり（市内公立保育園）

 業務概要

  仕様書のとおり

 派遣期間

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」で登載されている者であること。

 本入札の告示日において、厚生労働大臣から一般労働者派遣事業許可を受けている者であるこ

と。

 過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたっ

て締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであること。 

 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 さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課 

担当 公立保育係 森山、中村 電話 ０４８（８２９）１８６７

 交付期間
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告示の日から令和２年２月１８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時から正午まで及び午後１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

全て郵送とする。

 交付日時

令和２年２月２５日（火）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。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をもって落札価格とする。また、支

払金額は、落札価格に履行した業務数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金

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。）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） 午後４時１０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

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
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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１３条の規定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 さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課

電話 ０４８（８２９）１８６７ ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６ 

 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 ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６

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

 契約条項等は、さいたま市子ども未来局幼児未来部保育課及びホームページにおいて閲覧でき

る。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p069707.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。

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第２１０号

さいたま市環境情報システム賃貸借について、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の規定に基づき告示す

る。

令和２年２月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名 

さいたま市環境情報システム賃貸借

 借入場所 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市環境局環境共生部環境対策課

 数量・特質等

  ア 数量  さいたま市環境情報システム機器等一式

  イ 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。）に業務「ＯＡ機器リース等」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 施行令第１６７条の４第１項に掲げる者

 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丁目４番４号 さいたま市環境局環境共生部環境対策課

   電話 ０４８（８２９）１３３０

 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）

 交付費用

   無償
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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２６日（水）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。なお、落札の相手方の決定に当たっては、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５日（木）午後２時１５分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６丁目４番２１号 ときわ会館３階会議室

 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
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  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

 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丁目４番４号 さいたま市環境局環境共生部環境創造政策課 

   電話 ０４８（８２９）１３２３ 

 業務を担当する課 

   さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市環境局環境共生部環境対策課 

   電話 ０４８（８２９）１３３０ 

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 

 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。 

 契約条項等は、さいたま市環境局環境共生部環境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２１１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１２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２月５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

２月

４日
犬 岩槻区笹久保新田 雑種 オス 白 10~15 歳 有 首輪：黒色布製

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

-59-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２１２号

さいたま市東京 2020 オリンピック聖火リレー開催に係る記念碑・銘板制作等業務について、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２月５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

さいたま市東京 2020 オリンピック聖火リレー開催に係る記念碑・銘板制作等業務

 履行場所

さいたま市大宮区北袋町１丁目１９０番２４外 

 業務概要 

本市で令和２年７月９日に実施される東京 2020 オリンピック聖火リレー（以下、「聖火リレ

ー」という。）は、令和２年３月２６日から全国を巡ってきた聖火を、ゴールとなる東京都に引

き継ぐ直前のリレー区間となる。この聖火リレーの開催を記念して、東京 2020 大会のプロパテ

ィを活用した記念碑を制作、設置し、聖火リレー及び大会の気運醸成や祝祭感の演出を図るもの。 

また、聖火リレー終了後、制作した記念碑を継続して設置するとともに、本市において聖火リ

レーが実施されたことを示す写真、説明文等を表示した銘板を制作、設置することにより、レガ

シーとして大会の感動や記憶を後世に遺すもの。 

 履行期間 

契約締結日から令和３年３月２６日まで 

 予算の上限額 

本プロポーザルの予算上限額は１０，０００，０００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、

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。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付
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  企画提案書の提出を希望する者に対し、実施要領等を交付するものとする。

 交付資料

ア 実施要領 

イ 仕様書 

ウ 同意書（東京 2020 大会に関する情報を公開しないことに対する同意） 

エ 参加意思表明書 

オ 質問書 

カ 企画提案書 

キ 会社概要報告書 

ク 業務実施体制報告書 

ケ 同種業務実績報告書 

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号（さいたま市役所８階）

さいたま市スポーツ文化局オリンピック・パラリンピック部

担当 事業調整担当 電話 ０４８（８２９）１０３０

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/p069479.html
 交付期間

本招請日から令和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４時まで） 

 交付費用 

   無償 

 その他 

   同意書を提出した者には、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会（以下「組織委員会」という。）から示されている、本業務の実施に必要な各種ガイドライン

を交付する。 

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 

  同意書

 提出部数

  １部

 提出期間

本招請日から令和２年２月２１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）（必着）

 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８階） 
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さいたま市スポーツ文化局オリンピック・パラリンピック部 

担当 事業調整担当 電話 ０４８（８２９）１０３０

 提出方法

持参又は郵送（一般書留又は簡易書留）

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、電子メールにより次の

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２１日（金）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 olympic-paralympic2020@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２６日（水）までに行う。

 回答方法

電子メール

６ 企画提案書等の提出

 提出書類 

ア 企画提案書 

イ 会社概要報告書 

ウ 業務実施体制報告書 

エ 同種業務実績報告書 

オ 見積書 

カ その他 

 提出部数

  原本１部、写し９部

  写しには企業名、企業ロゴ等を記載せず、参加表明書提出時に設定された仮称で提出すること。

 提出期間

本招請日から令和２年３月１２日（木）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）（必着）

 提出場所

４ に同じ

 提出方法

持参又は郵送（一般書留又は簡易書留）

７ 業者決定の方法  

業者の決定にあたっては、さいたま市東京 2020 オリンピック聖火リレー開催に係る記念碑・
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銘板制作等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、実施要領を参照すること。

８ その他 

 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合、提出書類に不備があった場合、提出書類に虚偽

の記載があった場合、同一応募者が２つ以上の企画提案書を提出した場合、審査の公平性を害す

る行為があった場合、見積金額が委託料上限額を超えている場合、プレゼンテーションに参加し

なかった場合、失格とする。 

 本件の招請日から企画提案書提出期限日までの間に、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、本件の参加資格を失う。よって、この者が企画提案書を提出済であっても、

その評価を行わない。 

 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。 

 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、実施要領による。 

９ 連絡先  

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号（さいたま市役所８階） 

さいたま市スポーツ文化局オリンピック・パラリンピック部 

担当 事業調整担当 

電話  ０４８（８２９）１０３０ 

ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６ 
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さいたま市告示第２１３号 

 さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市条例第１７号）第２７条、さいたま市情報公開条

例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１８号）第１２条、さいたま市個人情報保護条例（平成１

３年さいたま市条例第１８号）第４３条及びさいたま市個人情報保護条例施行規則（平成１３年さい

たま市規則第１９条）第１９条に基づき、平成３０年度の行政情報の開示等の実施状況及び個人情報

保護制度の実施状況について次のとおり告示する。

令和２年２月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 平成３０年度行政情報の開示等の実施状況及び個人情報保護制度の実施状況

 (1) 行政情報の開示の実施状況

  ア 行政情報開示請求件数・処理件数

    次の表のとおり

請求件数 処理件数 開示 一部開示 不開示 （不開示区分） 

７４８ ７１６ ４２１ ２３６ ５９ 
文書不存在 ４７ 

その他   １２ 

イ 行政情報開示決定に係る不服申立て件数

 市長に対する審査請求 ３０件 

 農業委員会に対する審査請求 １件 

(2) 情報提供の実施状況

ア 情報公開コーナーの利用状況

(ｱ) 利用者数 ９３，８０３人 

(ｲ) 情報公開コーナー稼動日数 ２４４日 

(ｳ) 一日あたりの利用者数 約３８４人

イ 行政情報の配架数 ５６４冊

  ウ 行政資料利用状況

(ｱ) 貸出冊数 ３７９冊 

(ｲ) 有償刊行物頒布冊数 １，３７８冊

エ 複写機の利用枚数 １１９，７９０枚

(3) 個人情報保護制度の実施状況

ア 個人情報開示請求等処理件数

(ｱ) 開示請求処理件数 ４２７件

 ａ 開示 ２９２件

 ｂ 一部開示 １０７件

 ｃ 不開示 ２８件

(ｲ) 訂正請求処理件数 ０件

(ｳ) 削除請求処理件数 ０件

(ｴ) 利用・提供の停止請求 ０件

イ 個人情報開示等決定に係る不服申立て件数

  市長に対する審査請求 ３件
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(4) 情報公開・個人情報保護審査会の開催回数 １２回 

(5) 情報公開・個人情報保護審議会の開催回数  ４回 

(6) 会議公開制度の運用状況 

 次の表のとおり 

 公開 一部公開 非公開 合計 

開催件数 ２６５ ３３ ２０３ ５０１ 

傍聴者数 ２０２ １０ － ２１２ 

２ 連絡先

(1) 担当 さいたま市役所総務局総務部行政透明推進課

(2) 電話 ０４８（８２９）１１１８
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さいたま市告示第２１４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２月５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

交付要求通知書

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北部市税事務所納税課 

電話 ０４８（６４６）３０４５
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さいたま市告示第２１５号

（仮称）大宮盆栽振興イベント開催業務について、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２月６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 

（仮称）大宮盆栽振興イベント開催業務 

 履行場所 

さいたま市北区土呂町２－２４－３外 

 提案限度額 

３７，１９３，０００円を上限とする（消費税及び地方消費税を含む）。 

 業務概要 

本市の誇る盆栽の魅力を発信するため、東京２０２０大会に合わせてイベントを行う。 

 履行期間 

契約締結の日から令和２年９月３０日（水）まで。（ただし、提案内容によって日付の変更は

可能とする。）

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」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 さいたま市北区土呂町２－２４－３ さいたま市大宮盆栽美術館 

  電話 ０４８（７８０）２０９１ 

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/p069407.html
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（以下、ホームページとはこの URL を指す） 

 配布期間 

令和２年２月６日（木）から令和２年３月９日（月）まで（３ アにおいては、さいたま市大

宮盆栽美術館条例（平成２１年さいたま市条例第３０号）第３条第１項に規定する休館日（以下

「休館日」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 

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２月６日（木）から令和２年２月１９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：bonsai-art-museum@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

館日を除く午前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２５日（火）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３月９日（月）の午後４時まで 

  イ 提出場所 

  ウ 郵送による場合 

① 受領期間 

令和２年３月８日（日） 書留郵便（簡易書留郵便を含む）により提出すること。 
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    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、休館日を除く午

前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

② 送付先 

〒３３１－０８０４ さいたま市北区土呂町２－２４－３ さいたま市大宮盆栽美術館 

 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３月１３日（金） 

  イ 結果通知 

    令和２年３月２３日（月）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 

  さいたま市北区土呂町２－２４－３ さいたま市大宮盆栽美術館 

  電話   ０４８（７８０）２０９１ 

  ＦＡＸ ０４８（６６８）２３２３ 

  メールアドレス bonsai-art-museum@city.saitama.lg.jp
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さいたま市告示第２１６号

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の新設の届出がされましたので、その概要等を同法第５条第３項の規定に基づき公告しま

す。

令和２年２月６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 （仮称）さいたま新都心ファッションモール

所在地 さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号

 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 株式会社しまむら 

代表者氏名 代表取締役 北島 常好 

住所 さいたま市北区宮原町二丁目１９番４号

 大規模小売店舗において小売業を行う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 株式会社しまむら 

代表者氏名 代表取締役 北島 常好 

住所 さいたま市北区宮原町二丁目１９番４号

 大規模小売店舗の新設をする日

令和２年９月２９日

 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

  ４，５６９㎡

 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

  ア 駐車場の位置及び収容台数

位 置 収容台数

店舗北側・西側

（平面駐車場）
１３２台 

店舗３階 ７２台 

合 計 ２０４台 

イ 駐輪場の位置及び収容台数

位 置 収容台数

店舗西側 駐輪場① １０３台 

店舗北側 駐輪場② ５９台 

建物東側 駐輪場③ ３０台 

建物東側 駐輪場④ ３８台 

合 計 ２３０台 
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ウ 荷さばき施設の位置及び面積

位 置 面 積 備 考

店舗東側 荷捌施設① ４０．００㎡ 

店舗南側 荷捌施設② ６５．１３㎡ 

店舗東側 荷捌施設③ ２５．００㎡ 

店舗東側 荷捌施設④ ２５．００㎡ 

合 計 １５５㎡ 小数点以下四捨五入

  エ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位 置 容 量 備 考

廃棄物保管庫①

店舗東側 廃棄物保管庫 a １７．５ 紙製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 b ４．２ 金属製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 c ３．５ ガラス製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 d １４．０ プラスチック製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 e ７．７ 生ごみ廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 f ３．５㎡ その他可燃性廃棄物

 小 計 ５０．４０ 

廃棄物保管庫②

店舗東側 廃棄物保管庫 a １４．０ 紙製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 b ３．５ 金属製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 c ３．５ ガラス製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 d １２．２５ プラスチック製廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 e ５．２５ 生ごみ廃棄物

店舗東側 廃棄物保管庫 f ３．５㎡ その他可燃性廃棄物

 小 計 ４２．００ 

 合 計 ９２ 小数点以下四捨五入

 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

  午前１０時００分～午後９時００分 

  イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

    午前９時００分～午後９時３０分

  ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

区 分 出入口の数

店舗西側 出入口① １箇所
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店舗北側 出入口② １箇所

合 計 ２箇所

  エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

位 置 荷さばき可能時間帯

店舗東側 荷捌施設①

２４時間
店舗南側 荷捌施設②

店舗東側 荷捌施設③

店舗東側 荷捌施設④

２ 届出年月日 

令和２年１月２８日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 令和２年２月６日から令和２年６月８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

令和２年２月６日から令和２年６月８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２１７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２月６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 アトレ浦和

 所在地 さいたま市浦和区高砂一丁目１３９－３ 外１２１筆

 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 東日本旅客鉄道株式会社 

代表者 代表取締役 深澤 祐二 

住 所 東京都渋谷区代々木二丁目２番２号 

 変更した事項

 大規模小売店舗において小売業を行う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

（変更前） 別表１ 小売業者一覧表（変更前）のとおり

 （変更後） 別表２ 小売業者一覧表（変更後）のとおり

 変更の年月日

別表１ 小売業者一覧表（変更前）及び別表２ 小売業者一覧表（変更後）

 変更する理由

大規模小売店舗の小売業者の代表者に変更が生じたため。

２ 届出年月日 

 令和２年１月２８日

３ 届出及び添付書類の縦覧期間

 令和２年２月６日から令和２年６月８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

 浦和区役所区民生活部地域商工室

 住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 電話 ０４８（８２９）６１７９

FAX ０４８（８２９）６２３５

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。
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 意見書の提出期間

令和２年２月６日から令和２年６月８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２１８号

「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和 44年法律第 58号）第 13条第１項の規定に基づき、

農業振興地域整備計画の変更を行ったので、同法第 13 条第４項で準用する同法第 12 条第１項の規

定に基づき公告するとともに、同条第２項の規定により当該計画書を次のとおり縦覧に供する。

令和２年２月６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 農用地利用計画の縦覧場所

さいたま市 経済局 農業政策部 農業環境整備課

２ 農用地利用計画の縦覧期間

  令和２年２月６日以降常時備え置いてあります。

３ 連絡先

担当 さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課

電話 048（829）1377 
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さいたま市告示第２１９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 12 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２月６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

２月

５日
猫 大宮区桜木町 雑種 メス 白茶

6~12 か

月齢
無 負傷動物

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２２０号

下記の書類を、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、公示送達する。

なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す

る。

令和２年２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 送達をする書類

  平成３１年度市民税・県民税納税通知書

  平成３０年度市民税・県民税納税通知書

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

（１）  担当 さいたま市南部市税事務所個人課税課普通徴収第３係

（２） 電話 ０４８（８２９）１３８９
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さいたま市告示第２２１号 

さいたま市議会公用車運転業務について、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２月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市議会公用車運転業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

さいたま市の議長車、副議長車及びその他の議会公用車の運転業務 

 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「運送・運行」の受注希望業務「観光バス運行」、「送迎バ

ス運行」又は「その他の運送・運行」で登載され、本市内に本店又は支社若しくは営業所等の拠

点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３年以内に、国若しくは地方公共団体の特別職用公用車又は民間企業等の役員車で運行管

理業務を履行した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、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 

本入札の告示日から令和２年２月２１日（金）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 

本入札の告示日から令和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 秘書係 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２８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３月３日（火）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 

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 
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イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会棟３階第１委員会室 

 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

 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、引き換え又は撤回を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。 

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会局総務部総務課 
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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 さいたま市役所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 

１４ 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。 

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 

 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２２２号

さいたま市市議会だより配布業務について、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２月７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配布業務 

 履行場所 

さいたま市全域 

 配布部数 

予定数量２，４８２，８００部（６２０，７００部×４回） 

 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・配付」で登載さ

れ、本市内に本社又は支社若しくは営業所等の拠点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

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。 

 年度４回以上発行する印刷物を、その行政区域の全世帯（世帯数１５万世帯以上）に配布する

旨の契約を締結し、履行した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、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２１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２５日（火）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２８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 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３月３日（火）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、配布件数１件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３月１０日（火）午前１１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３月１０日（火）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 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。 

１５ 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２２３号 

さいたま市政務活動費の使途に関する調査業務について、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２月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市政務活動費の使途に関する調査業務 

 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。 

 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「その他の検査・測

定・調査」又は業務「その他」の受注希望業務「法律事務等」で登載され、かつ、本市内に本店

又は支社、若しくは営業所等の拠点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３年以内に、地方公共団体の政務活動費の調査業務を履行した実績を有する者であること。 

 公認会計士をもって業務を遂行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。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部総務課 

担当 森 電話 ０４８（８２９）１７４７ 

 交付期間 
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本入札の告示日から令和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１

３年さいたま市条例第２条）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２８日（金）午前９時から午後４時まで 

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確認通知を受けた者は、令和２年３月３日（火）午後４時までに、さい

たま市議会局総務部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 入札方法等 

 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 さいたま市役所議会棟３階第１委員会室 

 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１０日（火）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、引き換え又は撤回を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。

１１ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１７４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

１２ 契約手続等 

 契約保証金 
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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 

１３ 支払条件 

業務完了後、請求に応じて全額支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協議

を行う。 

１４ 特記事項 

この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。 

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、さいたま市議会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２２４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２月７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中釘字南前３６７番１２、３６７番１３

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  ９日

第変－Ｎ２０１９０５１号

４ 検査済証番号

令和２年 ２月 ６日

第完－Ｎ２０１９０５１号
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さいたま市告示第２２５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２月７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

さいたま市北区本郷町６６７番１、６６７番２、６６７番３、６６７番４、６６７番５、

６６７番６、６６７番７、６６７番８、６６７番９、６６７番１０

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 東京都練馬区石神井町二丁目２６番１１号 

一建設株式会社 代表取締役 堀口 忠美

３ 許可番号

 令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日

第変－Ｎ２０１９１０６号

４ 検査済証番号

令 和 ２ 年 ２ 月  ６ 日

第完－Ｎ２０１９１０６号
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さいたま市告示第２２６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２月７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平林寺字前原２３６番６、２３６番９

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  ７ 月 ２ ９ 日

 第開‐Ｎ２０１９０５０号

４ 検査済証番号

 令 和 ２ 年  ２ 月  ６ 日

 第完‐Ｎ２０１９０５０号
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さいたま市告示第２２７号 

さいたま市思い出の里会館会葬者送迎業務について、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２月７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 

さいたま市思い出の里会館会葬者送迎業務 

(2) 履行場所 

さいたま市内（さいたま市見沼区大字大谷６００番地外） 

(3) 業務概要 

さいたま市思い出の里会館利用者の会葬者送迎用に送迎バスの運行を行う業務 

詳細については、入札説明書及び仕様書のとおり 

(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「送迎バス運行」で登載されている者であること。 

(2) 本入札の告示日において、本市内に本店を有していること。 

(3) 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 

(4) 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。 

(5) 過去２年の間に国（独立行政法人を含む。）または地方自治体と同種の契約を締結し、確実に

履行した実績を有する者。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２ 、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。 

(1) 交付場所 

さいたま市見沼区大字大谷６００番地 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 担当 井野  電話 ０４８（６８６）３４９９ 
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(2) 交付期間 

告示の日から令和２年２月２１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。 

(3) 交付費用及び交付方法 

入札説明書等は、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。 

(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 

３ に同じ 

(3) 受付場所 

３ に同じ 

(4) 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。 

(1) 交付場所 

３ に同じ 

(2) 交付日時 

令和２年２月２６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 

(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。 

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３月３日（火）午前１０時４５分 

イ 場所 
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さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 さいたま市役所西会議棟第６会議室 

(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) 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 

(5) 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。 

(6) 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。 

(7) 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号 さいたま市保健福祉局保健部健康増進課 

電話 ０４８（８２９）１２９３ 

(8) 業務を担当する課 

さいたま市見沼区大字大谷６００番地  

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 

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 

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 その他 

(1) 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。 

(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、さいたま市保健福祉局保健部思い出の里市営霊園事務所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

(4) 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第２２８号 

さいたま市立病院公金の集金及び両替業務について、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２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立病院公金の集金及び両替業務

 履行場所

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院 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「警備」又は「運送・運行」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、現金の輸送等に関する本件と内容をほぼ同じくする契約を締結の

上、埼玉りそな銀行に現金等を搬入する業務を受託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

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 

担当 林、荻原 電話 ０４８（８７３）４１６８

 交付期間

告示の日から令和２年２月２１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）

 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 ２ に規定する契約実績を証するための契約書の写し等の書類

ウ 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２６日（水）午前９時から午後４時まで

６ 競争入札参加資格の有無の再確認

  競争入札参加資格を有しない旨の確認結果を通知された者は、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医事課に競争入札参加資格の有無の再確認を求めること

ができる。

７ 契約の仕様等の詳細に関する質問の受付

  業務内容その他の契約の仕様等の明細について質問がある場合は質問書を提出することができ

る。

 受付場所

   ３ に同じ

 受付期間

   令和２年２月７日（金）から令和２年２月２１日（金）まで（休日を除く午前９時から午後４

時まで）

 提出方法

   持参

 質問に対する回答の期限及び方法

-97-
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   令和２年２月２６日（水）までにＦＡＸにより回答する。

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。

 競争入札参加資格の確認

ア 競争入札参加資格を有する旨の確認結果の通知書を持参すること。

イ 競争入札参加資格を有する旨の確認結果を通知された者であっても、入札時点において２の

要件を満たさない場合は入札に参加することができない。

 代理人による入札

代理人により入札をする場合は、委任状を提出すること。

 入札の辞退

競争入札参加資格を有する旨の確認結果を通知された者であっても、入札を辞退することがで

きる。ただし、入札を辞退する場合は、入札日時までに辞退する旨の書面を提出すること。

 独占禁止法等法令の遵守

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）その他の法令に違反する行為を行ってはならない。

 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

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院 別館２階 会議室１

 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。

 入札が不調であった場合

ア 再度入札は１回限りとする。

イ 初度入札に参加しなかった者及び初度入札で無効とされた者は、再度入札に参加することが

できない。

 その他

  ア 入札の日時に遅刻した者は、入札に参加することができない。

イ 入札に付した入札書については、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。

 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
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８ イに同じ

 最低制限価格

設定しない。

 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、落札とすべき同額の入

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

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 

電話 ０４８（８７３）４１６８ ＦＡＸ ０４８（８７４）７６１３

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 委託料の支払方法

 暦月を単位として、翌月以降受託者の請求に基づき当月分の委託料を支払うものとする。

 詳細については、落札決定後に落札者と協議する。

１２ 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、入札後に、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

てることができない。

 詳細は、入札説明書による。

１３ 問い合わせ先

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課医事管理係

電話 ０４８（８７３）４１６８
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さいたま市告示第２２９号

下記の書類を、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年さいたま市市税条例６７号）第７条の規定により公示送達する。

 なお、該当書類は、さいたま市北部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。

令和２年２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 送達をする書類

  平成３１年度市民税・県民税納税通知

２ 送達を受けるべき者の住所及び氏名

  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、公示を始めた日から起算して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 さいたま市北部市税事務所個人課税課

 電話 ０４８（６４８）３１０２
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さいたま市告示第２３０号

下記の書類を、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、公示送達する。

なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す

る。

令和２年２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 送達をする書類

  平成３１年度 市民税・県民税納税通知書

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

（１）  担当 南部市税事務所 個人課税課 普通徴収第１係

（２） 電話 ０４８（８２９）１３８６
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さいたま市告示第２３１号 

農業振興地域整備計画を変更するので、「農業振興地域の整備に関する法律」（昭和 44 年法律第
58 号）第 13 条第４項で準用する同法第 11 条第１項の規定に基づき公告するとともに、当該農業振
興地域整備計画のうち、農用地利用計画の変更案を次により縦覧に供する。

なお、さいたま市に住所を有する者は、当該農業振興地域整備計画の変更案に対して意見のあると

きは縦覧期間中にさいたま市に対し意見書を提出することができる。

また、当該農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し

権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の翌日か

ら起算して 15日以内に市にこれを申し出ることができる。
令和２年２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 農用地利用計画の変更案の縦覧場所

さいたま市役所経済局農業政策部農業環境整備課

２ 農用地利用計画の変更案の縦覧期間

自  令和２年２月７日

至  令和２年３月９日

３ 連絡先             

担当 さいたま市経済局農業政策部農業環境整備課

電話 ０４８（８２９）１３７７
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さいたま市告示第２３２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１２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２月７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

２月

６日
猫 浦和区針ヶ谷 雑種 メス 白 10～12歳 無 負傷動物

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２３３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２月７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３１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 １３４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

2020/01/27 東浦和駅 不明 F1373279            

2020/01/27 東浦和駅 埼玉県警15-5165183 A14PL01724          

2020/01/27 南浦和駅西口 埼玉県警13-3429967 K121105690          

2020/01/27 武蔵浦和駅 不明 K00000304           

2020/01/27 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4537053 T14EF840            

2020/01/27 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8404621 V180107093          

2020/01/28 東浦和駅 埼玉県警19-193931596 T18AG222            

2020/01/28 東浦和駅 不明 LZ111100222         

2020/01/28 南浦和駅東口 埼玉県警14-4583824 H5E85421            

2020/01/28 武蔵浦和駅 埼玉県警13-3576162 3H80909             

2020/01/28 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7141318 F60914764           

2020/01/29 東浦和駅 埼玉県警19-193578047 SNTE03135           

2020/01/30 武蔵浦和駅 赤羽E-88190 H9A53716            

2020/01/30 武蔵浦和駅 埼玉県警15-5178926 B5B01810            

2020/01/30 武蔵浦和駅 埼玉県警19-192705010 A18AJ51286          

2020/01/30 武蔵浦和駅 埼玉県警07-7566682 F7G10587            

2020/01/30 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6018618 A15AJ58299          

2020/01/30 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8323424 SSD050431           

2020/01/31 南浦和駅東口 千葉県警ｴ-213563 G181005821          

2020/01/31 南浦和駅東口 栃木県警32-23419 GC7G06638           

2020/01/31 南浦和駅西口 埼玉県警19-193885870 QS9E00063           

2020/01/31 南浦和駅西口 不明 B4D58864            

2020/01/31 南浦和駅西口 不明 T30HF488            

2020/01/31 南浦和駅西口 埼玉県警12-2338727 25C5221             

2020/01/31 南浦和駅西口 埼玉県警19-195498628 SPG037756           

2020/01/31 南浦和駅西口 荏原C-77473 B3H05559            

2020/02/03 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

2020/01/31 南浦和駅西口 不明 ZP15J04361          

2020/01/31 南浦和駅西口 埼玉県警19-192460050 A18AL79167          

2020/01/31 南浦和駅西口 埼玉県警19-194383851 LY19070566          

2020/01/31 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6092863 SQA069272           

2020/01/31 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7246282 B7C75917            

2020/01/31 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6381673 A15AL25132          

2020/01/31 武蔵浦和駅 不明 B2L04070            

2020/01/31 武蔵浦和駅 埼玉県警17-7228780 V161007813          

2020/01/31 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193284167 F180971239          

2020/01/31 武蔵浦和駅 埼玉県警10-0080399 B9L07392            

2020/01/31 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6133899 A16PA01080          

2020/01/31 西浦和駅 埼玉県警19-193043100 A17AA74643          

2020/02/03 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

2020/01/27 大宮駅東口 埼玉県警18-8168349 SB691192            

2020/01/27 大宮駅西口 三鷹F-70379 Y131224183          

2020/01/27 土呂駅西口 埼玉県警17-7511615 S7J100247           

2020/01/27 東大宮駅東口 不明 SC706938            

2020/01/27 東大宮駅西口 埼玉県警12-2169996 NS90770             

2020/01/27 北大宮駅 埼玉県警18-8384305 A18AG03811          

2020/01/28 大宮駅東口 不明 PX021371            

2020/01/28 大宮駅東口 埼玉県警16-6216633 K150706284          

2020/01/28 大宮駅東口 埼玉県警17-7136237 H6J63204            

2020/01/28 大宮駅東口 埼玉県警18-8001553 B7X45744            

2020/01/28 大宮駅西口 埼玉県警18-8139706 ZY7L00373           

2020/01/28 土呂駅西口 埼玉県警17-7511615 S7J100247           

2020/01/28 東大宮駅東口 埼玉県警17-7392585 CT0I 08581           

2020/01/28 東大宮駅東口 埼玉県警18-8457?68 S8801746            

2020/01/28 東大宮駅東口 埼玉県警18-8222447 T18C4260            

2020/01/29 大宮駅東口 埼玉県警19-194272367 A19AF04551          

2020/01/29 宮原駅西口 石神井J-26960 S0K077870           

2020/01/29 土呂駅東口 埼玉県警13-3273965 S3D06540            

2020/01/29 北大宮駅 埼玉県警17-7290928 23C3486             

2020/01/30 大宮駅東口 埼玉県警18-8285349 STQLF18478          

2020/01/30 大宮駅東口 不明 D13010227           

2020/01/30 大宮駅西口 埼玉県警18-8309604 SSD039754           

2020/01/30 大宮駅西口 埼玉県警18-8309430 SSD020858           

2020/01/30 大宮駅西口 埼玉県警16-6344960 V160309251          

2020/01/30 大宮駅西口 不明 B5D09832            

2020/01/30 宮原駅西口 埼玉県警17-7418942 B9L19479            

2020/02/03 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

2020/01/30 土呂駅東口 埼玉県警08-8493236 SY6X6788            

2020/01/30 土呂駅西口 埼玉県警18-8139038 B7K46105            

2020/01/30 東大宮駅東口 埼玉県警17-7142836 T17DG604            

2020/01/30 東大宮駅西口 埼玉県警17-7497660 AS11032858          

2020/01/30 大宮公園駅 埼玉県警14-4000307 ZP13J19224          

2020/01/30 東宮原駅 不明 FJA1H90086          

2020/01/31 大宮駅東口 埼玉県警13-3444132 B3A02746            

2020/01/31 大宮駅東口 埼玉県警17-7182390 G161203456          

2020/01/31 大宮駅東口 埼玉県警08-8091982 YK0080396073        

2020/01/31 大宮駅西口 埼玉県警15-5538256 V151004638          

2020/01/31 東大宮駅東口 埼玉県警18-8347695 SSE046568           

2020/02/03 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

2020/01/27 浦和駅東口 不明 201810F00245        

2020/01/27 浦和駅東口 埼玉県警09-9195926 F090201126          

2020/01/27 浦和駅西口 志村F-28197 A17AX29927          

2020/01/27 北浦和駅東口 埼玉県警17-7286408 A17AC01128          

2020/01/27 北浦和駅西口 埼玉県警18-8412890 A18AH11252          

2020/01/27 北浦和駅西口 埼玉県警14-4499324 H5E37467            

2020/01/27 北浦和駅西口 埼玉県警15-5267671 H7E08863            

2020/01/27 北浦和駅西口 埼玉県警16-6206468 B5G51041            

2020/01/27 与野駅東口 埼玉県警09-9221535 CT9105121           

2020/01/27 新都心駅西口 不明 H8F16190            

2020/01/28 浦和駅東口 大森G-57491 B8D75973            

2020/01/28 浦和駅西口 埼玉県警18-8487638 A17AX04635          

2020/01/28 北浦和駅東口 埼玉県警15-5492691 A15AG42531          

2020/01/28 与野駅東口 不明 SJC79138            

2020/01/28 与野本町駅 埼玉県警18-8306977 SSA307769           

2020/01/28 与野本町駅 新潟県警47-022881 V140714996          

2020/01/28 与野本町駅 埼玉県警19-192995418 AJ-
190500348           

2020/01/28 南与野駅 埼玉県警19-193853625 F90707776           

2020/01/29 浦和駅東口 埼玉県警17-7414289 XY170527040         

2020/01/29 浦和駅東口 埼玉県警08-8092642 B7L05312            

2020/01/29 浦和駅東口 埼玉県警19-192481376 GC8L27720           

2020/01/29 浦和駅西口 埼玉県警17-7095085 A16HC02857          

2020/01/29 浦和駅西口 埼玉県警20-200163931 G9H04900            

2020/01/29 北浦和駅東口 埼玉県警17-7016461 S6J117133           

2020/01/29 北浦和駅東口 埼玉県警19-190167763 F8C06070            

2020/01/29 北浦和駅西口 埼玉県警14-4473366 B4D00603            

2020/02/03 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

2020/01/29 北浦和駅西口 埼玉県警11-1107968 BOK74282            

2020/01/29 北浦和駅西口 埼玉県警14-4156735 A14AA17935          

2020/01/29 北浦和駅西口 埼玉県警18-8373067 A17AL76167          

2020/01/29 北浦和駅西口 埼玉県警18-8245218 A18AB62671          

2020/01/29 北浦和駅西口 埼玉県警15-5248921 T24JF665            

2020/01/29 北浦和駅西口 埼玉県警09-9121833 8AK018873           

2020/01/29 与野駅西口 埼玉県警16-6353621 S412051978          

2020/01/29 与野駅西口 埼玉県警11-1433603 GB10I 02749          

2020/01/29 新都心駅西口 埼玉県警17-7141128 LY16J09329          

2020/01/29 新都心駅西口 埼玉県警11-1235021 S0L45921            

2020/01/29 新都心駅西口 埼玉県警19-190190501 A18AJ77368          

2020/01/29 与野本町駅 埼玉県警08-8592509 SI I 18598            

2020/01/30 浦和駅西口 愛知県警17-ｱ-36160 T17D1670            

2020/01/30 北浦和駅西口 埼玉県警18-8373085 29C7692             

2020/01/30 北浦和駅西口 埼玉県警18-8480848 A15AC02433          

2020/01/30 北与野駅 埼玉県警18-8480874 A18AJ02692          

2020/01/30 北与野駅 埼玉県警19-190187853 F181178800          

2020/01/31 浦和駅東口 埼玉県警17-7337574 V161113415          

2020/01/31 浦和駅東口 SML018113           

2020/01/31 浦和駅西口 石神井J-72090 S7A053023           

2020/01/31 浦和駅西口 埼玉県警12-250?50? B2E37954            

2020/01/31 浦和駅西口 埼玉県警17-7192275 JH7B05765           

2020/01/31 与野駅東口 埼玉県警02-2549240 G27G25127           

2020/01/31 北与野駅 埼玉県警18-8382063 S604290532          

2020/02/03 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

2020/01/27 岩槻駅 埼玉県警18-8051548 PMG8011641          

2020/01/27 岩槻駅 不明 SSL012044           

2020/01/29 岩槻駅 埼玉県警15-5551659 T95AG918            

2020/01/30 岩槻駅 調布I -44186 A17AG27018          

2020/01/30 岩槻駅 埼玉県警19-191395883 ACY17M008158        

2020/01/30 岩槻駅 千葉県警?-106621 G170612547          

2020/01/31 岩槻駅 茨城県警察C-595531 1N00884             

合計： 132台

2020/02/03 7/7 ページ
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AF55E-5039142

AF67-1515049

吉野原保管所

黒 吉野原保管所

黄1 Ｒ2年1月29日 浦和駅西口
桜区

さ　５４７５
ホンダズーマー

2 Ｒ2年1月29日 浦和駅西口
南区

さ　６７９５
ホンダトゥディ

保管場所

保管告示台帳（原動機付自転車）

車体番号No 撤去年月日 撤去場所 車両番号 車種 色
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２３４号

下記の書類を、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、公示送達する。

なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付す

る。

令和２年２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

記

１ 送達をする書類

  令和元年度 市民税・県民税納税通知書

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

（１）  担当 南部市税事務所 個人課税課 普通徴収第２係

（２） 電話 ０４８（８２９）１３８７
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２３５号 

さいたま市介護保険料納入通知書等作成業務について、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２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市介護保険料納入通知書等作成業務

 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「封入封緘」又は「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。

 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／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けていること。

 平成２８年以降に国（独立行政法人を含む。）又は人口２０万人以上の地方公共団体において

同種業務の契約を締結し、履行した実績があること。

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 さいたま市保健福祉局長寿応援部介護保険課
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

担当 介護保険係 電話 ０４８（８２９）１２６４

 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

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９４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１０時００分
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

イ 場所

さいたま市浦和区仲町４－２－２０ エコ計画浦和ビル３階西会議室

 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２５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長寿応援部高齢福祉課

電話 ０４８（８２９）１２５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１

 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長寿応援部介護保険課

電話 ０４８（８２９）１２６４ ＦＡＸ ０４８（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

 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長寿応援部介護保険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

 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２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２３６号 

東日本連携ＷＥＢサイト管理運営業務について、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２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名 東日本連携ＷＥＢサイト管理運営業務

 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

契約締結の日から令和３年３月３１日（水）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「製作／デザイン」及び「製

作／コンピュータ関連」に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 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年度以降に国又は地方公共団体を契約相手方とし、観光情報の発信を目的としたＷＥ

Ｂサイト（観光情報を網羅的に発信するものに限る）。の製作業務の契約実績を有するもの。

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とともに、仕様書を貸与する。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部観光国際課 

担当 荻原、仙波、原田 電話 ０４８－８２９－１３６５ 

 交付期間

公示の日から令和２年２月２１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
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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

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２１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）

 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

全て郵送とする。

 交付日時

令和２年２月２６日（水）までに交付するものとする。

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第７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
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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 さいたま市経済局商工観光部経済政策課

電話 ０４８（８２９）１３６３ 

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部観光国際課

電話 ０４８（８２９）１３６５ 

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

 その他

  ア 契約の相手方とは、地方自治体第２３４条の３に基づく長期継続契約により契約を締結す

る。従って、契約期間中であっても、予算の減額又は削除があった場合は、協議の上、この契

約を変更又は解除することができる。

  イ 履行期間の始期に属する年度にかかる予算の議決を条件として、本契約が成立する。

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、さいたま市経済局商工観光部観光国際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。

-119-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２３７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２月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

(1) 住所 さいたま市桜区大字宿１３１番地

(2) 氏名 有限会社岡山宅建 取締役 元木 孝一郎

２ 位置指定道路の概要

(1) 道路の位置 さいたま市中央区上峰四丁目４１５番１

(2) 指定の年月日 令和２年２月７日

(3) 指定の番号 第南１９－０４９号

(4) 道路の幅員 ４．００ｍ

(5) 道路の延長 ２４．７６ｍ
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さいたま市告示第２３８号 

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第３８条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、さいたま都市計画大宮駅東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業の事業計画の

変更について認可したので、次のとおり公告する。 

令和２年２月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 組合の名称 

 大宮駅東口大門町２丁目中地区市街地再開発組合 

２ 事業施行期間 

 事業認可公告の日から令和５年３月まで 

３ 施行地区 

さいたま市大宮区大門町二丁目３２番１、３２番２、３２番３、３２番４、３３番２、３３番３、

３４番２、３４番３、３６番、３７番１、３７番２、３７番３、３７番４、３７番５、３７番６、

３８番、３９番１、４０番、４１番、４２番１、４２番２、４３番１、４３番２、４３番３、 

４３番４、４３番５、４３番６、４３番７、４３番８、４３番９、４３番１０、４３番１１、 

４３番１２、４３番１３、４３番１４、４３番１５、４４番１、４４番２、４５番１、４５番２、 

４６番１、４７番３、４７番４、４８番１、４８番２、４８番３、４８番４、４８番５、４８番６、 

４９番１、４９番２、４９番３、４９番４、４９番５、４９番６、５０番、５１番、５２番、 

５３番、５４番１、５４番２、５４番３、５４番４、５４番５、５４番６、５５番１、５５番２、

５５番３、５５番４、５５番５、５５番６、５５番７、５５番８、５５番９、５６番１、５６番２、

５６番３、５７番１、５７番２、５７番３、５７番４、５７番５、５７番６、５７番７、５７番８、

５８番、５９番、６０番、６１番、６２番、６３番、６４番、６５番、６６番１、６６番２、 

６７番１、６７番２、６８番、６９番、７０番、７１番、７２番、７３番、７４番、７５番、 

７６番、７７番１、７７番２、７７番３、７７番４、７７番５、７８番の一部 

さいたま市大宮区大門町三丁目４１番の一部、９２番の一部 

４ 事務所の所在地 

さいたま市大宮区大門町二丁目２６番地 

５ 設立認可の年月日 

 平成２７年３月２３日 

６ 変更の内容 

 事業施行期間の変更 

 （変更前）事業認可公告の日から平成３４年３月まで 

 （変更後）事業認可公告の日から令和５年３月まで 

７ 事業計画の変更の認可の年月日 

 令和２年２月７日 
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さいたま市告示第２３９号 

さいたま市の発注する「南部第１０処理分区下水道工事（南再－Ｒ２Ｓ－３３０１）」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２月１０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。 

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 ３１－４４８４－３０

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（南再－Ｒ２Ｓ－３３０１）

工事場所 さいたま市南区南浦和３丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年１２月２５日まで

概要 延長 1167.50m 管きょ補修工 管きょ更生工 （既設管径 250 ㎜）667.10m （

既設管径 300 ㎜）164.70m （既設管径 350 ㎜）118.90m （既設管径 400 ㎜）

151.40m （既設管径 450 ㎜）53.70m （既設管径 500 ㎜）11.70m 耐震継手設

置工 （既設管径 250 ㎜）38 箇所 （既設管径 300 ㎜）8 箇所 （既設管径 350

㎜）10 箇所 （既設管径 400 ㎜）8 箇所 （既設管径 450 ㎜）2 箇所 （既設管

径 500 ㎜）2 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２７日（木）午前９時から

令和２年３月 ２日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年３月３日（火）午前９時から

令和２年３月４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３月５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 次の(1)又は(2)の要件を満たし、かつ、(3)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、下水管（函）渠更生工事を元請と

して完成させた実績があること（共同企業体の構成員としての実績の場合

は、出資比率が２０％以上のものに限る。）。 

(2) 本公告日において、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術審査証明を

受けた形成工法、反転工法、鞘管工法又は製管工法の協会等に加入している

こと。 

(3) 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

施工実績等に規定する(2)の場合については、協会等に加入していることを証明

する書類の写し、及び建設技術審査証明書の写し

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２月１０日（月）から

質問受付期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月２６日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和２年３月２日（月）
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注：本件工事の公告は２ページありますのでご注意ください。（このページは、１ページ目です。） 

契約整理番号 ３１－４４８４－３０ 

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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注：本件工事の公告は２ページありますのでご注意ください。（このページは、２ページ目です。） 

契約整理番号 ３１－４４６８－１６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 準用河川油面川排水機場建築工事

工事場所 さいたま市桜区道場５丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和３年１月２９日まで

概要 準用河川油面川排水機場建築工事（ＲＣ造、地上２階建て、延べ面積 439.98 ㎡

） 

予定価格（税込） １１３，４１０，０００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２７日（木）午前９時から

令和２年３月 ２日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年３月３日（火）午前９時から

令和２年３月４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３月５日（木）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 建築工事業 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２月１０日（月）から

質問受付期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月２６日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和２年３月２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 －

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河川整備課 

電話 ０４８－８４０－６２３１

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 ３１－４３８４－３５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 けやき台ポンプ場土木・建築工事（北再－Ｒ１－４１０）   

工事場所 さいたま市西区大字指扇地内

履行期間 契約確定の日から令和３年３月１２日まで

概要 土木工事 増打・中詰め補強工 32.8   鉄筋補強工 478 本 防食工 117.6 ㎡ 

覆蓋設置撤去工 4 箇所 建築工事 耐震（躯体）改修他一式 建築電気設備工事 

電灯設備他一式 建築機械設備工事 換気設備一式 

予定価格（税込） ７８，３６４，０００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２７日（木）午前９時から
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令和２年３月 ２日（月）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年３月３日（火）午前９時から

令和２年３月４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３月５日（木）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又は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、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２月１０日（月）から

質問受付期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月２６日（水）午後５時まで

質問回答期日 令和２年３月２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下水道再整備課

電話 ０４８－６４６－３２５５

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２４０号

さいたま市の発注する「下水道事業耐震実施設計業務（北再－Ｒ２Ｓ－５３５１）」ほか１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２月１０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。 

-134-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

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 ３１－４３８４－３４

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（北再－Ｒ２Ｓ－５３５１）

業務場所 さいたま市大宮区高鼻町２丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年８月３１日まで

概要 耐震実施設計 既設マンホールの耐震化 52 箇所 

予定価格（税込） １３，１７８，０００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１９日（水）午前９時から

令和２年２月２１日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月２５日（火）午前９時から

令和２年２月２６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２７日（木）午後１時４０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 － 

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２月１０日（月）から

質問受付期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１８日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月２１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下水道再整備課

電話 ０４８－６４６－３２５５

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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契約整理番号 ３１－４４５６－６６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

業務名 自転車通行環境詳細設計業務（一般県道大谷本郷さいたま線外２３路線）

業務場所 さいたま市中央区鈴谷８丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年１２月２８日まで

概要 設計計画 1 業務 現地踏査 15.15km 平面・横断設計 15.15km 設計図作成

15.15km 数量計算 15.15km 路面標示等の検討 15.15km 照査 15.15km 報告書

作成 15.15km 打合せ協議 5 回 関係機関協議 3 回 

予定価格（税込） １２，３２０，０００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１９日（水）午前９時から

令和２年２月２１日（金）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年２月２５日（火）午前９時から

令和２年２月２６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２７日（木）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業務 建設コンサルタント／道路 

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「道路部門」の登録が

あること。 

業務実績等 － 

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２月１０日（月）から

質問受付期間 令和２年２月１０日（月）午前９時から

令和２年２月１８日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年２月２１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道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０６

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２４１号 

さいたま市立病院新病院開院に伴う廃棄処分業務について、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２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院新病院開院に伴う廃棄処分業務 

 履行場所 

 さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院旧病院 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

契約締結の日から令和２年３月３０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「廃棄物処理」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

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２１年４月１日以降、３００床以上の病院の移転や閉院に伴う廃棄処分業務を１回以上受

注し、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 今井 電話 ０４８（８７３）４１７０ 

 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 

 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

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。 

 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 現地見学会 

  本入札に参加を希望する者は、現地見学会に参加し、査定すること。現地見学会に参加しない者

は本入札に参加することができない。なお、査定に要する費用は、全額入札参加者の負担とする。 

 現地見学会の日時及び場所 

ア 現地見学会日時 

令和２年２月１９日（水）又は令和２年２月２０日（木） 

なお、日時の指定は、競争入札参加資格確認結果通知書の交付時に行う。当該通知書の受領
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者は参加日時を指定することができない。競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出順に、日

時を割り振る。 

イ 現地見学会場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院旧病院 

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 入札日時 

令和２年２月２７日（木）午前１０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３階会議室１ 

 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 

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。 

 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）４１７０ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

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 
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否 

１０ その他 

 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２４２号 

さいたま市保育コンシェルジュ要員派遣業務について、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２月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市保育コンシェルジュ要員派遣業務

 履行場所

仕様書のとおり

 業務概要

仕様書のとおり

 派遣期間

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。

 本入札の告示日において、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和６０年法律第８８号）第５条に規定する労働者派遣事業許可を受けている者である

こと。

 平成２７年４月１日以降に、国又は地方公共団体と保育に関する相談や保護者対応を業務内容

に含む業務委託又は労働者派遣契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

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 さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課 
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担当 施設支援係 電話 ０４８（８２９）１８５９

 交付期間

告示の日から令和２年２月２６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

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３月２日（月）及び令和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

単価で行う。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をもって落札価格とする。また、支

払金額は、落札価格に履行した業務数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税を加算した金

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。）とする。

 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００分

イ 場所

さいたま市浦和区仲町４－２－２０ エコ計画浦和ビル３階西会議室
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定業務数量を乗じて得た金額の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

 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 さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児政策課

電話 ０４８（８２９）１８５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）２５１６

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

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、さいたま市子ども未来局幼児未来部幼児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

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第２４３号

下記の書類を介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条で準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、当該書類については、さいたま市長が保管し、送達を受けるべき者については、管轄の各区

役所高齢介護課にていつでも交付する。 

令和２年２月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達を受けるべき者及び送達する書類

 別紙のとおり（別紙省略）
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２４４号 

令和２年３月８日に実施するさいたま都市計画事業大宮駅西口第四土地区画整理審議会委員選挙の

選挙人名簿について、令和２年１月１４日から同年１月２７日まで公衆の縦覧に供したところ、異議

の申出がなかったので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２２条第１項の規定に

より公告するとともに、選挙すべき委員の数を次のとおり定めたので、同令第２２条第４項の規定に

より併せて公告する。なお、候補者となるための立候補届等の提出期間は、令和２年２月１１日から

同年２月２０日までとする。 

令和２年２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 選挙すべき委員の数 

 所有権者が選挙すべき委員の数  ７人 

 借地権者が選挙すべき委員の数  １人 

２ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所区画整理係

 電話 ０４８（７７８）８４６２

FAX ０４８（７７８）８６２５ 

-146-
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さいたま市告示第２４５号

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第１９条第４項の規定により、さいたま都市計画大宮駅

東口大門町２丁目中地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要を表示する図書を、下記

のとおり公衆の縦覧に供する。

令和２年２月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 縦覧場所

さいたま市都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所

２ 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時まで（ただし、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項に規定する市の休日を除く。）
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さいたま市告示第２４６号 

トランジットタイム超音波血流量計の購入について、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２月１０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

トランジットタイム超音波血流量計 

 納入場所 

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 

 納入期限 

令和２年３月３１日 

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（物品納

入等）（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療福祉器材

」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。 

 本入札の告示日において、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１４５号）に基づく高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者で

あること。 

 平成２９年４月１日以降に、当該物品と同等の物品納入若しくは製造実績があることを証明で

きる者又は当該物品に係る製造者若しくは販売代理店等の出荷引受証明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財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

 交付期間 

告示の日から令和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２５日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

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 

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２７日（木）午前１０時００分 

イ 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。 

 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 

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。 

 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 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院経営部財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

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 

 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財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２４７号

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により別紙のとおり告示する。

令和２年２月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人
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さ い た ま 市

名称 所在地※

伊藤　千尋 伊藤　千尋 （省略） 令和2年1月1日 認可外保育施設（居宅訪問
型）

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第30条の11第１項の確認をした子ども・子育て支援施設等

特定子ども・子育
て支援提供者の名
称

特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所 確認の年月日 子ども・子育て支援施
設等の種類

子ども・子育て支援法施行規則第
28条の18第3項を満たしているか
否かの別（一日8時間以上、一年
200日以上開園）

※の欄は、個人が行う居宅訪問型事業は、プライバシー保護の観点から個人住所を非公開としております。
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さいたま市告示第２４８号 

交替制勤務職員の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２月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

交替制勤務職員の寝具賃貸借

 借入場所

さいたま市浦和区常盤６－１－２８外

 数量・特質等

入札説明書及び仕様書のとおり

 借入期間

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（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。 

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 さいたま市消防局総務部消防企画課 

担当 室岡 電話 ０４８（８３３）７９３８ 

 交付期間

告示の日から令和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

らから午後５時まで）

 交付費用
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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３月２日（月）まで（休日を除く午前９時から午後５時まで。ただし、

最終日は午前９時から正午までとする。）

 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３月３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

単価で行う。入札金額は、寝具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

ア 日時

令和２年３月９日（月）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階第１調整室

 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定数量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
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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９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 さいたま市消防局総務部消防企画課

電話 ０４８（８３３）７９３８ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（単価）に予定数量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

  本入札における契約の効果は、令和２年度予算の成立を要件とする。

９ その他

 契約条項等は、さいたま市消防局総務部消防企画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。 

-155-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２４９号 

さいたま市と畜場解体施設外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２月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市と畜場解体施設外維持管理業務

 履行場所

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場

 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。

 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「その他の保守点検」又は「施

設運転管理」の受注希望業務「その他の施設運転管理」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。 

 平成２６年度以降、１年以上の期間において、食肉卸売市場・と畜場の設備機器等の維持管理

業務を元請けとして受託し、確実に履行した実績を有する者であること。

 業務従事者として、次に掲げる全ての資格を有する者を当該施設内に契約履行開始日から常時

配置（当該施設の業務日）することが可能な者であること。ただし、それぞれが別の資格を有し

ている者か、あるいは１人が複数の資格を有しているかは問わない。

ア 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第４条に規定する第二種電気工事士

イ 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第６１条に規定するボイラー取扱技能

ウ 労働安全衛生法第１４条に規定する酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能

エ 労働安全衛生法第６１条に規定するショベルローダー等運転技能
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３ 入札説明書等の交付

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、入札説明書等を交付するもの

とする。なお、郵送での交付は行わない。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局農業政策部農業政策課 

担当 農業政策係 電話 ０４８（８２９）１３７６ 

 交付期間

告示の日から令和２年２月２６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

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

-157-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

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１２日（木）午後１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

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。

 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。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月１２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 さいたま市経済局農業政策部農業政策課

電話 ０４８（８２９）１３７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４

 業務を担当する課

さいたま市大宮区吉敷町２－２３ さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場

電話 ０４８（６４４）２９２９ ＦＡＸ ０４８（６４４）２９２７

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

 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。

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。 
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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、さいたま市経済局農業政策部食肉中央卸売市場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２５０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２月１２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 
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さいたま市告示第２５１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２月１２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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さいたま市告示第２５２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２月１２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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さいたま市告示第２５３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、自立支援医療機関（精神通院医療）を担当する者として指定を受けてい

た指定自立支援医療機関の開設者から、次のとおり同法第６５条の規定による辞退の届出があったの

で告示する。 

令和２年２月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 辞退した医療機関 

・ 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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さいたま市告示第２５４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２月１２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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さいたま市告示第２５５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２月１２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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さいたま市告示第２５６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・更生）の開設者から次のとおり辞退の届出があったので

告示する。

令和２年２月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 辞退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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さいたま市告示第２５７号 

さいたま市立与野本町小学校備品等移送業務（その２）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２月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立与野本町小学校備品等移送業務（その２）

 履行場所

さいたま市中央区本町東３丁目５番２３号

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

契約締結の日から令和２年３月３１日まで

 入札参加形態

単体企業とする

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「貨物運送・運行」で登載され、かつ、本市内に本店又は本

市との契約権限を有する主たる営業所を本市内に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）若しくは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。 

 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し立てがさ

れている者でないこと。ただし、更生計画の認可決定を得、かつ、更生計画の認可決定を取り消

されていない場合を除く。 

 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し立てがな

されている者でないこと。ただし、再生計画の認可決定を得、かつ、再生計画の認可決定を取り

消されていない場合を除く。 
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 本入札の告示日において、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）に基づく許可を受

けている者であること。 

 平成２１年度以降、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定される学校の用に供

される施設又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１条の３に定める地方公共団体の庁舎

等における移送業務を元請として完了させた実績を持つ者であること。 

３ 仕様書の閲覧及び貸出

仕様書は、閲覧又は貸出の方法により供するものとし、貸出を希望する者は、仕様書貸出申請書

により、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課へ申請し、承認を受けなければならない。

 閲覧又は貸出場所

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学校施設課 

担当 岡田 電話 ０４８（８２９）１６４２

 閲覧又は貸出期間

告示の日から令和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）

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 一般競争入札参加資格等確認資料 

 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 さいたま市教育委員会事務局管理部

学校施設課

 提出方法

持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。

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３月２日（月）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに一般競争入札参加

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。
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６ 仕様書等に関する質問及び回答

 仕様書等に関して質問がある場合は、質疑応答書を次のとおり提出すること。

ア 提出先

４ に同じ

イ 受付期間

３ に同じ

ウ 提出方法

４ に同じ

 質問に対する回答

ア 公表場所

３ に同じ

イ 公表日時

令和２年３月２日（月）午前９時から午後４時まで

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。

 入札参加資格の確認

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。

 提出方法

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年３月４日（水）午前１１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

 最低制限価格

設定しない。

 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
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 入札回数

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はできない。

 入札の辞退

一般競争入札参加資格確認結果通知書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

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

 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学校施設課

電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

８ 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、落札となるべき者が２者以上あるときは、くじによりこれを決定する。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。

９ 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。 

１０ 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。

１１ その他

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設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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さいたま市告示第２５８号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基づく収納事務を次のと

おり委託したので、同条第２項の規定により告示する。

令和２年２月１２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

 所在地 さいたま市浦和区仲町１－１２－１

 名 称 日本環境マネジメント株式会社

 代表者 代表取締役 片山安茂

２ 委託業務

岩槻人形博物館使用料及び物品売払代金の収納事務

３ 委託期間

令和２年２月２２日から令和３年３月３１日まで

 担当 さいたま市スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館開設準備室

 電話 ０４８（７４９）０２２２
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さいたま市告示第２５９号 

レーザープリンター用ドラムユニット（リコー ＳＰ ドラムユニット ６４００Ｓ）（単価契約

）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２月１３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 レーザープリンター用ドラムユニット（リコー ＳＰ ドラムユニット ６４００Ｓ）（単

価契約） 

イ カラーレーザー複合機用トナーカートリッジ（ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットシアンＣ１８

０３、ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットマゼンタＣ１８０３、ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットイ

エローＣ１８０３）（単価契約） 

ウ カラーレーザー複合機用トナーカートリッジ（ｉｍａｇｉｏＭＰトナーキットブラックＣ１

８０３）（単価契約） 

 納入場所 

ア １ アの物品 さいたま市内各課所及び市立各学校 

イ １ イ及びウの物品 さいたま市内各課所 

 予定数量 

 ア １ アの物品 １，３００個 

 イ １ イの物品 ３，４５０本 

ウ １ ウの物品 ７００本 

 特質等 

入札説明書による。 

 契約期間 

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「事務用品・什器」内の営業種目「電算用品」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
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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の要件を満たす者に対し、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 さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月２７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、競争入札に付する購入物品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 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、競争入札に付する購入物品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 に同じ

 交付日時 

令和２年３月５日（木）及び令和２年３月６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、入札を辞退し

たものとみなす。 

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。 
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７ 入札手続等 

 入札方法 

ア 初度入札に限り、郵送（一般書留又は簡易書留）による提出とする。 

イ 競争入札に付する購入物品ごとに単価で行う。入札金額は、１単位当たりの金額を入札書に

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。 

 入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和２年３月１２日（木） 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額（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 

(ｱ) １ アの物品 令和２年３月１６日（月）午後２時０５分 

(ｲ) １ イの物品 令和２年３月１６日（月）午後２時１０分 

(ウ) １ ウの物品 令和２年３月１６日（月）午後２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 

 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条及びさいたま市郵便入札執行要領第８条の規定に該当する入札

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 さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

   電話 ０４８（８２９）１１０４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 
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落札者となった購入物品ごとに契約金額（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 

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 

 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

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第２６０号 

インクジェットプリンター用インクカートリッジ（シアンＬ ＩＣＣ９３Ｌ、マゼンタＬ ＩＣＭ

９３Ｌ、イエローＬ ＩＣＹ９３Ｌ）（単価契約）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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

インクジェットプリンター用インクカートリッジ（シアンＬ ＩＣＣ９３Ｌ、マゼンタＬ Ｉ

ＣＭ９３Ｌ、イエローＬ ＩＣＹ９３Ｌ）（単価契約） 

 納入場所 

さいたま市立小・中・特別支援学校 

 予定数量 

  ３，７００本 

 特質等 

入札説明書による。 

 契約期間 

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「事務用品・什器」内の営業種目「電算用品」で登載され、

かつ、本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。 

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 さいたま市財政局契約管理部調達課 
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担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月２７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３月５日（木）及び令和２年３月６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、入札を辞退し

たものとみなす。 

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 

単価で行う。入札金額は、１本当たりの金額を入札書に記入すること。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１６日（月）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（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３月１６日（月）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。 

 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 さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１３－１５ さいたま市教育委員会事務局学校教育部教育研究所 

   電話 ０４８（８３６）１７１３ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 

８ 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 

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 

 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
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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２６１号 

児童生徒用机（単価契約）外１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２月１３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 児童生徒用机（単価契約） 

イ 児童生徒用椅子（単価契約） 

 納入場所 

 さいたま市教育委員会事務局管理部教育財務課及びさいたま市立各小・中・特別支援学校 

 予定数量 

 ア １ アの物品 ２，１００台 

 イ １ イの物品 ２，１４０脚 

 特質等 

入札説明書による。 

 契約期間 

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「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」で登載され、

かつ、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。 

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 さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

 交付期間 
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告示の日から令和２年２月２７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、競争入札に付する購入物品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 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、競争入札に付する購入物品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 に同じ

 交付日時 

令和２年３月５日（木）及び令和２年３月６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、入札を辞退し

たものとみなす。 

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 

 競争入札に付する購入物品ごとに単価で行う。入札金額は、１単位当たりの金額を入札書に記

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１

０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 

-184-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

ア 日時 

(ｱ) １ アの物品 令和２年３月１６日（月）午後３時２０分 

(ｲ) １ イの物品 令和２年３月１６日（月）午後３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 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額（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３月１６日（月）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。 

 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 さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 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 ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額（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 

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 

 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
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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２６２号 

アンモニア水（単価契約）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２月１３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 アンモニア水（単価契約） 

イ 重金属固定化剤（単価契約） 

ウ 苛性ソーダ（単価契約） 

 納入場所 

ア １ ア及び１ イの物品

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 

イ １ ウの物品

(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) 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) 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 

(エ) さいたま市見沼区大字上山口新田５０８－１ さいたま市大宮南部浄化センター 

(オ) 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 

 予定数量 

ア １ アの物品 １８０，０００ｋｇ 

イ １ イの物品 ８１，０００ｋｇ 

ウ １ ウの物品 ３３２，０００ｋｇ 

内訳 さいたま市西部環境センター ４０，０００ｋｇ 

さいたま市東部環境センター ４０，０００ｋｇ 

さいたま市クリーンセンター大崎 ５０，０００ｋｇ 

さいたま市大宮南部浄化センター １３０，０００ｋｇ 

さいたま市クリーンセンター西堀 ７２，０００ｋｇ 

 特質等 

入札説明書による。 

 契約期間 

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「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「工業薬品」で登

載され、かつ、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
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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の要件を満たす者に対し、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 さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

 交付期間 

告示の日から令和２年２月２７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、競争入札に付する購入物品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 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、競争入札に付する購入物品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 に同じ

 交付日時 

令和２年３月５日（木）及び令和３年３月６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、入札を辞退し

-188-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

たものとみなす。 

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 

競争入札に付する購入物品ごとに単価で行う。入札金額は、購入物品１ｋｇ当たりの金額を入

札書に記載することとし、当該金額（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 

(ア) １ アの物品 令和２年３月１９日（木）午前１１時００分 

(イ) １ イの物品 令和２年３月１９日（木）午前１１時１５分 

(ウ) １ ウの物品 令和２年３月１９日（木）午前１１時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ さいたま市水道局水道庁舎２階第１会議室 

 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額（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３月１９日（木）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。 

 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 さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課 
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ア １ ア及び１ イの物品

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 

イ １ ウの物品

(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) 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) 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 

(エ) さいたま市見沼区大字上山口新田５０８－１ さいたま市環境局施設部大宮南部浄化セン

ター 

電話 ０４８（６４６）６０３０ ＦＡＸ ０４８（６４６）６０３３ 

(オ) 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 

落札者となった購入物品ごとに契約金額（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 

９ 特記事項 

本件契約は、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 

 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

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第２６３号

さいたま市生活困窮者等家計改善支援業務について、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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市生活困窮者等家計改善支援業務 

 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「その他の福祉サービス」

又は「その他」の受注希望業務「人材派遣」若しくは「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 

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。 

 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）に基づく家計相談支援事業の事業受託実績を有し

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 

 交付期間 
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本入札の告示日から令和２年３月４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  

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３月６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３月１１日（水）午後２時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第５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１１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生活福祉課

電話 ０４８（８２９）１８４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

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議会で可決された場

合において令和２年４月１日までに確定させる。 

９ その他 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉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２６４号

さいたま市生活保護等就労支援業務について、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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市生活保護等就労支援業務 

 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。 

 過去に、人口５０万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）に基づく被保護者就労

支援事業及び被保護者就労準備支援事業（一般事業）の事業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 さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉課 

担当 保護・適正化推進係 電話 ０４８（８２９）１８４５ 

 交付期間 

本入札の告示日から令和２年３月４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３
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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３月６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３月１１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
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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１１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生活福祉課

電話 ０４８（８２９）１８４５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

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 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉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２６５号 

さいたま市生活困窮者自立支援業務用端末賃貸借について、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２月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

件名

さいたま市生活困窮者自立支援業務用端末賃貸借

 借入場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

 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、生活困窮者自立支援業務用端末に関

する賃貸借契約を締結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 

担当 自立支援係 電話 ０４８（８２９）１８４６ 

 交付期間

本入札の告示日から令和２年３月４日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３
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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

 交付方法

   ＣＤ－ＲＯＭ

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３月６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（保守費用等、当該業務に係る経費の全てを含む。

）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１１日（水）午後３時３０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１１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生活福祉課

電話 ０４８（８２９）１８４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

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 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日までに確定させる。 

９ その他

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部生活福祉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２６６号

 さいたま市防災センター庁舎機械設備監視業務について、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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

   さいたま市防災センター庁舎機械設備監視業務

 履行場所

   さいたま市大宮区天沼町１－８９３

 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

）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で、かつ、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。

 平成３０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種類及び規模を

ほぼ同じくする業務の実績を２件以上有している者であること。

 業務従事者として、次に掲げる資格を有する者を雇用していること。

  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６条第１項に

規定する建築物環境衛生管理技術者

  イ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条第１項に規定する危険物取扱者

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

 交付期間

   告示の日から令和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（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

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３月６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

   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。

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１１日（水）午前９時３０分
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  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局庁舎４階第１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

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１１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６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防総務課

   電話 ０４８（８３３）７３３５ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

 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 ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

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、さいたま市消防局総務部消防施設課及びホームページにおいて閲覧できる。 

   https://cms.city.saitama.jp/temp/s0040029/16/p069814.html 

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第２６７号

 さいたま市消防局庁舎外２５署所空調設備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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名

   さいたま市消防局庁舎外２５署所空調設備保守管理業務

 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

）に業務「保守管理」の受注希望業務「空調設備保守点検」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。

 平成３０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種類及び規模を

ほぼ同じくする業務の実績を２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

 交付期間

   告示の日から令和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
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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

ら正午まで及び午後１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３月６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

   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。

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１１日（水）午前１０時００分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局庁舎４階第１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３月１１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６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防総務課

   電話 ０４８（８３３）７３３５ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

 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 ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

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、さいたま市消防局総務部消防施設課及びホームページにおいて閲覧できる。 

   https://cms.city.saitama.jp/temp/s0040029/19/p069815.html 

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第２６８号

 さいたま市消防局庁舎外２５署所自家用電気工作物保安管理業務について、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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名

   さいたま市消防局庁舎外２５署所自家用電気工作物保安管理業務

 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

）に業務「保守管理」の受注希望業務「電気設備保守点検」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。

 平成３０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種類及び規模を

ほぼ同じくする業務の実績を２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

 交付期間

   告示の日から令和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
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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

ら正午まで及び午後１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３月６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

   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。

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１１日（水）午前１０時３０分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局庁舎４階第１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３月１１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６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防総務課

   電話 ０４８（８３３）７３３５ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

 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 ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

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、さいたま市消防局総務部消防施設課及びホームページにおいて閲覧できる。 

   https://cms.city.saitama.jp/temp/s0040029/22/dummy.html 

 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第２６９号 

さいたま市浦和区役所保健センター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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市浦和区役所保健センター設備管理業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－１８ 

 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。 

 平成２９年度以降、浦和区役所保健センターと同規模（延床面積５，５００㎡以上）の施設に

おける同業務を元請で年間契約し、完了実績を有する者であること。 

 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８号に規定する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 

さいたま市浦和区常盤６－４－１８ さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センター 

担当 保健指導係 電話 ０４８（８２４）３９７１ 

 交付期間 

告示の日から令和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３月６日（金

）までに、さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センター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 

 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１３日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－１８ さいたま市浦和区役所保健センター ３階講座室 

 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１３日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ 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 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市浦和区役所健康福祉部福祉課 

電話 ０４８（８２９）６１２１ ＦＡＸ ０４８（８２９）６２３８ 

 業務を担当する課 

   さいたま市浦和区常盤６－４－１８ さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センター 

   電話 ０４８（８２４）３９７１ ＦＡＸ ０４８（８２５）７４０５ 

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 
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 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、さいたま市浦和区役所健康福祉部保健センター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２７０号 

同報系防災行政無線設備保守点検業務について、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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

   同報系防災行政無線設備保守点検業務 

 履行場所 

  さいたま市大宮区天沼町１―８９３外 

 業務概要 

 同報系防災行政無線設備の正常な機能の維持を図るため精密点検及び通常点検を実施するとと

もに、故障等異常が発生した場合の迅速な対応、処置を行う。 

 履行期間 

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

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「通信設備保守点検」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年間で、国又は地方公共団体の同報系防災行政無線設備に係る保守点検業務契約を締結

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 

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課 

   担当 防災対策係 電話 ０４８（８２９）１１２７ 

 交付期間 
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   本入札の告示日から令和２年３月２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５時まで） 

 交付費用 

   無償 

４ 競争入札参加資格の有無の確認 

  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 

 競争入札参加申込兼資格確認申請書の交付 

  ア 交付場所 

    ３ に同じ

  イ 交付期間 

    ３ に同じ

 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

  ア 提出先 

    ３ に同じ

  イ 受付期間 

    ３ に同じ

  ウ 提出部数 

    １部 

  エ 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３月５日（木）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９２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 業務委託仕様書の貸出 

業務委託仕様書の貸出方法は、業務委託仕様書貸出申請書に必要事項を記載の上、次により貸出

するものとする。 

 貸出場所 

３ に同じ
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 受付期間 

３ に同じ

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をすること。

 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。 

 入札の日時及び場所 

  ア 日時 

令和２年３月１２日（木）午前１０時００分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所消防庁舎３階関係課会議室 

 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１２日（木）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７ 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、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 さいたま市総務局危機管理部危機管理課  

  電話 ０４８（８２９）１１２５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３６ 
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 業務を担当する課 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局危機管理部防災課  

  電話 ０４８（８２９）１１２７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９７８ 

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、さいたま市総務局危機管理部防災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２７１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２月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人
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さいたま市告示第２７２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２月１３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２７３号 

担当さいたま市北部市税事務所 納税調査課 電話番号 048-646-3048 

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告

令和 2年 2月 13 日

さいたま市長 清水 勇人

国税徴収法第 94 条の規定により差押財産を公売することとなったため、同法第 95 条の規定に
より公告する。
また、同法第 98 条の規定により公売財産の見積価額を決定したため、同法第 99 条の規定によ
り公告する。

記

公売

財産

名称、数
量、その
他、公売 

保証金及び

見積価額 

別紙「売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量」のとおり

公売の方法 期間競り売り 

公売参加申込期間公売

保証金の提供期間

令和 2年 2月 13 日（木） 午後１時 00 分から令和 2年 2

月 26 日（水） 午後 11時 00分まで 

競り売り開始日時 令和 2年 3月 3日（火） 午後１時 00 分から 

競り売り締切日時 令和 2年 3月 5日（木） 午後１1時 00 分まで 

公 売 場 所 ヤフー株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上 

売 却 決 定 日 時 令和 2年 3月 6日（金）午前 10 時 00 分 
場 

所 

さいたま市北部市税事務所 納税調

査課

代金納付期限 令和 2年 3月 13 日（金）午後 2時 30 分 

買受人についての

資格その他の要件

１ 国税徴収法第９２条及び第１０８条該当以外の者 

２ 公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続をした者 

その他 

1 公売保証金の提供については、クレジットカードによる納付によって行う。 

2 最高価申込者の決定の日時及び場所については、令和 2年 3月 6日(金)午前 10 時

までにヤフー株式会社が提供する公売に関するインターネット上のサイトにて行う。

3 公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額をもって行う。 

4 その他については、さいたま市インターネット公売ガイドラインによる。 

配当を受ける者の

権利の申し出につ

いて 

 この公売財産について、配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等

の権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書により、その内容

をさいたま市に申し出てください。 

 公売手続きを説明した「さいたま市インターネット公売ガイドライン」がさいたま市北部市税事務所納税調査課に備

え付けてあります。その他の詳細についてはさいたま市北部市税事務所納税調査課にお問い合わせください。
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公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮　５８１　す　５６３５
交付年月日　　　　　 平成３１年４月２３日
初度検査年月　　　　　　　　　　　　　 平成１５年６月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 軽自動車
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 乗用
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　 ステーションワゴン
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダイハツ
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　 ４人
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　 ９６０ｋｇ
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　 １１８０ｋｇ
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　 J１３１G-０３３３８６
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３３９ｃｍ
幅　　　　                                    １４７ｃｍ
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １７４ｃｍ
前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 ５３０ｋｇ
後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 ４３０ｋｇ
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TA－J１３１G
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 EF
総排気量又は定格出力　　　　　　　 ０．６５Ｌ
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　 ガソリン

１１２０５
００１６

有効期間の満了する日　　　　　　　 令和３年４月２２日
以上、自動車検査証の表示

70,000 1

型式指定番号
類別区分番号

北１

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

ダイハツ　テリオスキッド　平成１５年式　シルバーメタリック　走行距離  7.9万キロ
車両番号

7,000
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さいたま市告示第２７４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２月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

担保権設定等財産の参加差押解除通知書

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北部市税事務所納税課

電話 ０４８（６４６）３０４９
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さいたま市告示第２７５号 

さいたま市保健所・健康科学研究センター総合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２月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市保健所・健康科学研究センター総合設備管理業務 

 履行場所 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所・健康科学研究センター 

 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、かつ、「保守点検」又

は「施設運転管理」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。

 平成２６年度以降、次のいずれかの施設の設備機器等の維持管理業務を元請けとして１年以上

履行した実績を有する者であること。ただし、平成３１年度の実績を掲げる場合においては１年

以上の委託契約を締結している者であること。 

なお、複合施設にあっては、当該研究施設部分又は病院施設部分が３，０００㎡以上であるこ

と。 

ア 主たる業務として、延べ床面積３，０００㎡以上の生物系又は化学系の実験、検査及び研究 

を行う研究施設 

イ 手術室を有する延べ床面積３，０００㎡以上の病院施設 

 業務従事者として、次に掲げる全ての資格を有する者を当施設内に契約履行開始日から配置す
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ることができる者であること。 

なお、１人が２つ以上の資格を有しているかは問わない。ただし、エについては２人以上を配

置すること。 

ア 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条に規定する電気主任技術者（第３種以上

）  

イ ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）第９７条に規定するボイラ

ー技士（２級以上)  

ウ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２に規定する危険物取扱者 (乙種第４類又

は甲種）  

エ 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則（昭和４６年大蔵省・厚生省・

農林省・通商産業省・運輸省令第３号）第１条に規定する公害防止管理者（大気関係）又は埼

玉県生活環境保全条例（平成１３年埼玉県条例第５７号）第１１６条に規定する公害防止主任

者（大気関係） 

 当施設に設置されている中央監視装置と受託者の遠隔監視センター内の装置（以下「遠隔監視

装置」という。）を相互に接続するため、次の条件を満たす者であること。 

ア 中央監視装置として設置する「ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ＥＶ（ｍｏｄｅｌ ３０：管理点数３，

０００点登録)」との接続が適切に保証されている「ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ＥＶ（ｍｏｄｅｌ 

３０ 以上）｣、｢ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ５０ＥＶ｣又は｢ＳＡＶＩＣ－ｎｅｔ ８０ＥＶ｣のい

ずれかの機種を遠隔監視装置として１か所の遠隔監視センター内に２台以上配置でき、相互に

バックアップを行うことが可能であること。 

イ 中央監視装置と遠隔監視装置を常時接続及び監視を行い、運転停止・設定及びスケジュール

変更等の一連の遠隔監視操作を行うことが可能であること。 

ウ 遠隔監視センターは、受託者の自社資産及び社員で管理運営され、２４時間３６５日の間、

迅速かつ的確に対応できる体制であること。 

エ 履行開始日までに、中央監視装置と支障なく接続及び監視ができる体制をとることができる

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６条第１項に規

定する建築物環境衛生管理技術者を選任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で、２の要件を満たしている者に対し、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 

担当 管理係 電話 ０４８（８４０）２２０５ 

 交付期間 

告示の日から令和２年３月２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 
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 交付方法 

ＣＤ－Ｒ 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出 

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３月６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３月１３日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２ さいたま市保健所２階情報コーナー室 

 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。 
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 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。 

 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 ＦＡＸ ０４８（８４０）２２２９ 

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 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。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局保健所保健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２７６号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、さいたま都市計画浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業を変更したので、同法

第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同条第２項の

規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和２年２月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人     

１ 都市計画の種類及び名称

   さいたま都市計画浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業

２ 都市計画を変更した土地の区域

さいたま市浦和区高砂１丁目及び高砂２丁目の各一部

３ 都市計画の縦覧場所

   さいたま市都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所 

-226-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２７７号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。

 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。

令和２年２月１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書

  令和元年度 後期高齢者医療保険料督促状

２ 送達を受ける者の住所・氏名

  別紙のとおり（別紙省略）

３ 期間

  令和２年２月１４日から令和２年２月２０日まで

４ その他

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して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。

５ 連絡先

 （１）担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係

 （２）電話 ０４８（８２９）１２７８

-227-



さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２７８号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。

 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。

令和２年２月１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

  令和元年度 後期高齢者医療保険料額決定通知書

２ 送達を受ける者の住所・氏名

  別紙のとおり（別紙省略）

３ 期間

  令和２年２月１４日から令和２年２月２０日まで

４ その他

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して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。

５ 連絡先

 （１）担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係

 （２）電話 ０４８（８２９）１２７８
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さいたま市告示第２７９号

さいたま市立病院医師事務作業補助者統括業務に係る人材派遣業務について、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２月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院医師事務作業補助者統括業務に係る人材派遣業務 

 履行場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院 

 業務概要 

さいたま市立病院（以下「病院」という。）において、医師事務作業補助業務を行うと共に、

病院において直接雇用している医師事務作業補助者（以下「医療クラーク」という。）の統括業

務等を行う。 

詳細については、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。 

 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」で登載されていること。 

 次のいずれにも該当しないものであること。 

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及び破産者で復権を得ない

者、破産手続き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 

 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、医師事務作業補助者の派遣業務を継続１年以上受託した実績を有す

ること。 

 労働者派遣事業の許可を得ていること。 

 派遣就業に必要な技能・知識等の教育研修体制があること。 

３ 入札参加資格の有無の確認 

 本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。 
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 競争入札参加資格等確認申請書等の配布 

  ア 配布場所 

 さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 

イ 配布期間 

 告示の日から令和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） 

 提出書類 

  ア 競争入札参加資格等確認申請書 

  イ ２ に規定する契約実績を証するものとして、契約書の写し及び仕様書

  ウ ２ に規定する労働者派遣事業の許可を得ていることを証するものとして、労働者派遣事業

の許可証の写し 

  エ ２ に規定する派遣就業に必要な技能・知識等の教育研修体制があることを証する書類

  オ 入札説明書に定める書類 

 競争入札参加資格等確認申請書の提出 

  ア 提出先 

 ３ アに同じ

 イ 受付期間 

３ イに同じ

  ウ 提出部数 

１部 

  エ 提出方法 

持参 

 競争入札参加資格確認結果通知書等の交付 

 参加資格確認終了後、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３月４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９２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。 

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確認通知を受けた者は、令和２年３月６日（金）までにさいたま市保健

福祉局市立病院病院経営部医事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 入札の場所及び日時 

 入札場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院 別館２階会議室１ 

 入札日時 
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令和２年３月１２日（木）午前１０時３０分 

６ 入札に関する注意事項 

 入札参加資格者の確認 

  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。 

 入札書に記載する金額等 

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、見積もった契約金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。 

なお、総価の算出方法、及び入札書と併せて提出する入札内訳書に記載する金額については、

入札説明書のとおり 

 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５

４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、入札内訳書の書き換え、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。 

７ 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され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。 

８ 入札保証金 

  見積もった金額（総価）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第９

条の規定に該当する場合は、免除とする。 

９ 最低制限価格 

  （省略） 

１０ 入札の無効 
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   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。 

１１ 契約保証金 

入札書に記載した金額（総価）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。 

１２ 支払条件 

 入札内訳書に記載したリーダー職、サブリーダー職それぞれの単価に就業時間で積算した額

を合計し、合計した金額に消費税額等を加算した額を支払う。ただし、積算の際に乗じて生じ

た 1 円未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

 支払の時期は、翌月の末日とする。ただし、病院と落札者が協議し、合意した場合はこの限

りではない。 

１３ その他 

 提出された確認申請書等は、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。 

 契約書作成の要否 

   要 

 詳細は、入札説明書による。 

１４ 問い合わせ先 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部医事課 

医事管理係  

電話 ０４８（８７３）４１６８ 
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さいたま市告示第２８０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２月１４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

さいたま市緑区大間木三丁目３１番３、３１番１９、３１番２０、３１番２１、３１番２２、３

１番２３、３１番２４、３１番２５、３１番２６、３１番２７（うち第一工区）

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２７日

 第 変‐Ｓ２０１９０７３ 号

４ 検査済証番号

 令和２年２月１３日

 第 完１Ｓ２０１９０７３ 号
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さいたま市告示第２８１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２月１４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

さいたま市大宮区三橋四丁目５２８番１、５２８番５、５２８番６、５２８番７、５２８番８、

５２８番９、５２８番１０、５２８番１１、５２８番１２、５２８番１３、５２８番１４

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 栃木県宇都宮市大通り４丁目３番１８号

 グランディハウス株式会社 代表取締役 林 裕朗

３ 許可番号

 令和元年１２月１８日

 第変－Ｎ３０１６４号

４ 検査済証番号

 令 和 ２ 年 ２ 月 １ ３ 日

 第完－Ｎ３０１６４号
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さいたま市告示第２８２号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、さいたま都市計画地区計画を変更しようとするので、同法第２１条第２項において準用

する同法第１７条第１項の規定により次のとおり公告し、当該都市計画の変更の案を公衆の縦覧に供

する。 

なお、本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市計画の変更の案について、

本市に意見書を提出することができる。 

令和２年２月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 都市計画の種類、名称、位置及び区域 

 （１）種類 さいたま都市計画地区計画 

 （２）名称、位置及び区域 

  ア 宮原団地地区 

名称 宮原団地地区地区計画 

   位置 さいたま市北区吉野町２丁目及び宮原町４丁目の各一部 

区域 約６．５ｈａ  

   イ 大宮南銀座地区 

     名称 大宮南銀座地区地区計画 

     位置 さいたま市大宮区仲町１丁目の一部 

     区域 約０．９ｈａ 

２ 都市計画の案の縦覧場所 

   さいたま市都市局都市計画部都市計画課 

   さいたま市都市局北部都市・公園管理事務所管理課 

   さいたま市都市局南部都市・公園管理事務所管理課 

   さいたま市北区役所区民生活部総務課 

３ 縦覧期間 

  令和２年２月１４日（金）から令和２年２月２８日（金）まで 

ただし、土・日曜日、祝日は除く。 

４ 意見書提出期間 

  令和２年２月１４日（金）から令和２年２月２８日（金）まで 

ただし、土・日曜日、祝日は除く。 

５ 意見書の提出先 

さいたま市長 清 水 勇 人 
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さいたま市告示第２８３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２月１４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 ２月 ８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 １４５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

2020/02/03 東浦和駅 埼玉県警17-7122108 STPJF03904          

2020/02/03 南浦和駅東口 埼玉県警14-4084242 S4A09962            

2020/02/03 南浦和駅西口 埼玉県警19-192814634 9901254             

2020/02/03 武蔵浦和駅 不明 FRI 6070242          

2020/02/03 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4066110 A13AL63544          

2020/02/03 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4392372 B4C61109            

2020/02/04 南浦和駅東口 埼玉県警14-4416992 A14AE31734          

2020/02/04 武蔵浦和駅 埼玉県警13-3279542 STLFA23618          

2020/02/04 武蔵浦和駅 埼玉県警13-3221472 SNA116932           

2020/02/04 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193295061 VF19E00376          

2020/02/05 南浦和駅東口 埼玉県警19-192480477 STQLZ03652          

2020/02/05 南浦和駅西口 不明 S3A20902            

2020/02/05 武蔵浦和駅 埼玉県警13-3529679 B3H55981            

2020/02/05 武蔵浦和駅 埼玉県警16-6429150 S6I 151005           

2020/02/05 武蔵浦和駅 埼玉県警11-1249839 B1B10393            

2020/02/06 南浦和駅東口 埼玉県警08-8230473 8P18523             

2020/02/06 南浦和駅東口 埼玉県警17-7273220 FA15162             

2020/02/06 南浦和駅西口 不明 A14AA15248          

2020/02/06 南浦和駅西口 不明 F7D71244            

2020/02/06 西浦和駅 埼玉県警01-1429043 WF1F14378           

2020/02/07 武蔵浦和駅 王子C-08161 XY15010774          

2020/02/07 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4496770 A14AD50325          

2020/02/07 武蔵浦和駅 埼玉県警19-193858678 VF19F00859          

2020/02/07 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4347143 A13AL64360          

2020/02/07 西浦和駅 埼玉県警18-8207783 A17AJ14336          

2020/02/07 西浦和駅 埼玉県警14-4428969 FXC1K17237          

2020/02/10 1/8 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

2020/02/07 西浦和駅 不明 GF7K68205           

2020/02/07 西浦和駅 埼玉県警15-5438571 A15AG17389          

2020/02/10 2/8 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

2020/02/03 大宮駅西口 埼玉県警10-0460479 GF0E77635           

2020/02/03 大宮駅西口 不明 S3B16631            

2020/02/03 宮原駅西口 埼玉県警14-4308854 S1400336            

2020/02/03 東大宮駅東口 埼玉県警11-1001422 LJB12786            

2020/02/03 東大宮駅東口 埼玉県警13-3330001 B3B13989            

2020/02/03 東大宮駅西口 埼玉県警19-193597890 STH300165           

2020/02/03 指扇駅 埼玉県警15-5527331 K15HK03222          

2020/02/04 大宮駅西口 茨城県警察D240217 JH6A02863           

2020/02/04 大宮駅西口 埼玉県警17-7441170 AN17H000134         

2020/02/04 日進駅 不明 B4C55181            

2020/02/04 日進駅 埼玉県警15-5524566 A15AH34650          

2020/02/04 日進駅 埼玉県警07-7362462 S7B50044            

2020/02/04 新都心駅東口 埼玉県警19-195243182 VF19I 00035          

2020/02/05 大宮駅東口 不明 QS8LF0120           

2020/02/05 大宮駅東口 埼玉県警19-195318603 FC7L03080           

2020/02/05 大宮駅東口 埼玉県警18-8244538 SSD352291           

2020/02/05 大宮駅東口 埼玉県警07-7492319 ET01947             

2020/02/05 大宮駅西口 埼玉県警19-190183963 A18MK23465          

2020/02/05 大宮駅西口 埼玉県警17-7214516 A16MK92714          

2020/02/06 大宮駅西口 埼玉県警14-4336495 B4B03920            

2020/02/06 土呂駅東口 埼玉県警15-5415395 SPC004832           

2020/02/06 東大宮駅東口 埼玉県警16-6506418 SPK061665           

2020/02/07 大宮駅西口 埼玉県警19-191937910 A19AC48759          

2020/02/07 大宮駅西口 不明 XY190605136         

2020/02/07 宮原駅東口 築地A-35223 WBK114301H          

2020/02/07 土呂駅東口 埼玉県警13-3497806 AC13B05024          

2020/02/10 3/8 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

2020/02/07 東大宮駅西口 埼玉県警16-6002046 SPJ012586           

2020/02/07 七里駅 埼玉県警00-0137575 0H005578            

2020/02/07 今羽駅 埼玉県警19-190057178 SSK347208           

2020/02/07 新都心駅東口 埼玉県警13-3550930 不明 

2020/02/10 4/8 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

2020/02/03 浦和駅東口 東村山G-13402 F170774167          

2020/02/03 浦和駅西口 埼玉県警18-8544501 V180781264          

2020/02/03 浦和駅西口 埼玉県警18-8416082 C4007737            

2020/02/03 北浦和駅東口 埼玉県警17-7472863 GZ7H01292           

2020/02/03 与野駅東口 埼玉県警18-848136? SVSH01215           

2020/02/03 与野駅西口 埼玉県警18-8405409 SVSF00428           

2020/02/03 中浦和駅 埼玉県警19-195043728 ZY9L093779          

2020/02/03 新都心駅西口 埼玉県警16-6525625 SQA027873           

2020/02/03 新都心駅西口 埼玉県警19-190055183 A18AK04796          

2020/02/03 与野本町駅 埼玉県警17-7141876 H611181719          

2020/02/03 与野本町駅 埼玉県警16-6542006 B5E55741            

2020/02/04 浦和駅西口 埼玉県警18-8123730 A17PL05727          

2020/02/04 北浦和駅東口 埼玉県警17-7522538 A17AK17056          

2020/02/04 与野本町駅 埼玉県警18-8280056 PMH8013342          

2020/02/05 浦和駅東口 田園調布C-93552 A17AD40788          

2020/02/05 浦和駅西口 埼玉県警19-195043469 STSGJ00523          

2020/02/05 浦和駅西口 大森F-57704 B4H13130            

2020/02/06 浦和駅西口 埼玉県警14-4099172 SNG153505           

2020/02/06 浦和駅西口 埼玉県警17-7457534 STPI A05335          

2020/02/06 浦和駅西口 群馬県警30437238 K150902321          

2020/02/06 北浦和駅東口 野方B-90786 V141017281          

2020/02/06 北浦和駅東口 宮前26-0241285 A16AD71798          

2020/02/06 北浦和駅東口 不明 TC1RF215            

2020/02/06 北浦和駅東口 埼玉県警19-191559355 SSG363500           

2020/02/06 北浦和駅東口 埼玉県警15-5213680 B4K12106            

2020/02/06 北浦和駅東口 埼玉県警19-193048412 S9WG00755           

2020/02/10 5/8 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

2020/02/06 北浦和駅西口 埼玉県警17-7104765 S6L066896           

2020/02/06 北浦和駅西口 不明 S620160074          

2020/02/06 北浦和駅西口 群馬県警30240317 A15AH27166          

2020/02/06 北浦和駅西口 埼玉県警15-5407654 A14AI 21384          

2020/02/06 北浦和駅西口 埼玉県警09-9549269 B9C18758            

2020/02/06 北浦和駅西口 埼玉県警17-7674219 00081               

2020/02/06 与野駅東口 埼玉県警19-190198898 STRI F06959          

2020/02/06 与野駅東口 埼玉県警09-9340053 LHI 12042            

2020/02/06 与野駅東口 埼玉県警19-192111757 H8J20674            

2020/02/06 新都心駅西口 埼玉県警16-6562633 B6E65271            

2020/02/06 新都心駅西口 埼玉県警18-8481085 A18AJ11525          

2020/02/06 新都心駅西口 埼玉県警05-5171078 K5A11338            

2020/02/07 浦和駅東口 埼玉県警11-1537669 T61HG860            

2020/02/07 浦和駅東口 埼玉県警17-7337574 V161113415          

2020/02/07 北浦和駅東口 埼玉県警12-2001458 FJA1L46387          

2020/02/07 北浦和駅西口 埼玉県警13-3575273 A13AK76475          

2020/02/07 新都心駅西口 上野C-64258 5D05129             

2020/02/07 与野本町駅 埼玉県警17-7558528 B5L18745            

2020/02/07 南与野駅 埼玉県警17-7118905 K16LK10075          

2020/02/08 浦和駅西口 埼玉県警17-7457621 A16AD67638          

2020/02/08 浦和駅西口 埼玉県警12-2057843 B1X85434            

2020/02/08 浦和駅西口 埼玉県警16-6183838 H7E37960            

2020/02/08 浦和駅西口 埼玉県警14-4067399 B3K17612            

2020/02/08 浦和駅西口 埼玉県警18-8455462 STRGZ00814          

2020/02/08 北浦和駅東口 埼玉県警11-1036651 GFOK68606           

2020/02/08 北浦和駅東口 埼玉県警19-190169987 B7F60075            

2020/02/10 6/8 ページ

-242-



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

2020/02/08 北浦和駅東口 埼玉県警16-6476692 GF6F05532           

2020/02/08 北浦和駅東口 埼玉県警19-191471270 不明

2020/02/08 北浦和駅東口 埼玉県警20-200189906 GC8I 11877           

2020/02/08 北浦和駅東口 埼玉県警18-8019170 A16AL01716          

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警17-7522187 H7H27055            

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警18-8015115 S7H048934           

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警16-6146552 S1603487            

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警17-7440621 GZ7D01124           

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警19-191917154 K680-
22814               

2020/02/08 北浦和駅西口 不明 JK11I 028007         

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警18-8364892 A18AC06956          

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警08-8263302 H8A00568            

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警17-7118699 V170107248          

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警19-192111242 GZ8F03531           

2020/02/08 北浦和駅西口 不明 WB0134              

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警12-2356773 T32JG592            

2020/02/08 北浦和駅西口 埼玉県警09-9490473 U93Y51897           

2020/02/08 北与野駅 埼玉県警15-5002918 A14AH97588          

2020/02/08 与野本町駅 埼玉県警18-8245722 SSC009012           

2020/02/08 与野本町駅 埼玉県警18-8015514 F171170496          

2020/02/08 南与野駅 不明 LBH5825             

2020/02/08 南与野駅 埼玉県警19-192479789 B9C73805            

2020/02/08 南与野駅 埼玉県警18-8317158 A18AA60010          

2020/02/08 南与野駅 埼玉県警19-194093284 R9G01616            

2020/02/08 南与野駅 埼玉県警05-5045573 B5X17296            

2020/02/08 南与野駅 愛知県警07-ｲ-82229 8AK010306           

2020/02/10 7/8 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

2020/02/03 岩槻駅 埼玉県警17-7050837 TC6GG539            

2020/02/03 岩槻駅 不明 CS11103711          

2020/02/04 岩槻駅 埼玉県警16-6219682 SPL085425           

2020/02/04 岩槻駅 埼玉県警16-6173646 SQA073803           

2020/02/04 岩槻駅 愛知県警17-ｺ-48606 A16AL54839          

2020/02/05 浦和美園駅 深川H08937 C7AF7768            

2020/02/05 浦和美園駅 埼玉県警14-4341343 H4E34406            

2020/02/05 東岩槻駅 埼玉県警15-5036417 S0H009603           

合計： 144台

2020/02/10 8/8 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 2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２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２８４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２月１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者 

 住所 東京都千代田区岩本町二丁目１番１４号 

 氏名 能登興産株式会社 代表取締役 堀内 精一 

２ 道路廃止の概要 

 道路の位置 さいたま市南区 七丁目７３０番１の一部 

 廃止の年月日 令和２年２月１４日 

 廃止の番号 第南廃１９－０１０号 

 道路の幅員 ４．００ｍ 

 道路の延長 ２６．００ｍ 
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さいたま市告示一覧（令和２年２月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第２８５号 

救命救急センター用機器（その１）外４件の購入について、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２月１４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 救命救急センター用機器（その１） 

イ 救命救急センター用機器（その２） 

ウ 救命救急センター用機器（その３） 

エ 内視鏡スコープ 

オ 超音波診断装置追加機器 

 納入場所 

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 

 納入期限 

令和２年３月３１日 

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「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療福祉器材」

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。 

 本入札の告示日において、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１４５号）に基づく高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者で

あること。 

 平成２９年４月１日以降に、当該物品と同等の物品納入若しくは製造実績があることを証明で

きる者又は当該物品に係る製造者若しくは販売代理店等の出荷引受証明を受けている者であるこ
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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財務課 

担当 用度係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

 交付期間 

告示の日から令和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、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 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 に同じ

 交付日時 

令和２年２月２５日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

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 
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 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。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １ アの物品 令和２年２月２７日（木）午前１０時１０分 

(イ) １ イの物品 令和２年２月２７日（木）午前１０時２０分 

(ｳ) １ ウの物品 令和２年２月２７日（木）午前１０時３０分 

(エ) １ エの物品 令和２年２月２７日（木）午前１０時４０分 

(オ) １ オの物品 令和２年２月２７日（木）午前１０時５０分 

イ 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３ 

 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２月２７日（木）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。 

 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財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 

落札者となった件名ごとに契約金額の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 
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９ その他 

 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財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２８６号

さいたま市危機管理センターＡＶシステム設備保守調整業務について、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２月１７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

  さいたま市危機管理センターＡＶシステム設備保守調整業務

 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

  仕様書のとおり

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、令和元・２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「保守点検」の受注希望業務「電気設備保守点検」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、本市内に営業所を有していること。

 過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）または地方公共団体と当該業務と同種の契約を１

回以上締結し、かつ履行した実績があること。

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ものとする。

 交付場所

   さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 消防局庁舎３階

 さいたま市総務局危機管理部危機管理課

 交付期間

   告示の日から令和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 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 一般競争入札参加資格等確認申請書

  イ 入札説明書において定める書類

 一般競争入札参加資格等確認申請書の配布

  ア 配布場所

    ３ に同じ

  イ 配布期間

    ３ に同じ

 一般競争入札参加資格等確認申請書等の提出

  ア 提出先

    ３ に同じ

  イ 受付期間

    ３ に同じ

  ウ 提出部数

    １部

  エ 提出方法

    持参

 競争入札参加確認結果通知書等の交付

   一般競争入札参加資格等確認申請書を行った者に対し、参加資格確認終了後、次により競争入

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 に同じ

  イ 日時

    令和２年３月４日午前９時から正午及び午後１時から午後５時まで

  ウ 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円切手を添付し、申し

出た場合のみ受け付けるものとする。

５ 入札手続等

 入札書に記載する金額

   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
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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９日（月）午前１０時００分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 消防局庁舎３階関係課会議室

 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。

 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。

 最低制限価格

   設定する。（最低制限価格を下回る入札をした者は、その業務の再度入札に参加できない。）

 入札の無効

   さいたま市契約規則第１３条の規定において無効と定める入札は、これを無効とする。

６ 契約手続き等

 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

７ 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、現場等についての不明を理由として、異議申し立て

することができない。

 契約条項等は、さいたま市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
 詳細は入札説明書による。

８ 特記事項

本契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく、長期継続契約により契約を締結する。従って、

令和２年度のさいたま市歳入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、

本契約を変更または解除する場合がある。

９ 問い合わせ先

  さいたま市浦和区常盤６－１－２８ 消防局庁舎３階

  さいたま市総務局危機管理部危機管理課   電話 ０４８（８２９）１１２５
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