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さいたま市告示第５５９号

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１９５号）第２

９条第２項に規定する一般廃棄物処理手数料の収納事務の一部について、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５８条第１項に基づき、次の者に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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者の名称、住所、代表者の氏名等（５０音順）

①

株式会社セイコーマート（セイコーマート） 

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１番地 

代表取締役 丸谷 智保 

②

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（セブン-イレブン） 

東京都千代田区二番町８番地８ 

代表取締役 永松 文彦 

③

山崎製パン株式会社（デイリーヤマザキ） 

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 

デイリーヤマザキ事業統括本部長 植田 一裕 

④

株式会社ＪＲ東日本リテールネット大宮支店（ニューデイズ） 

埼玉県さいたま市中央区上落合九丁目７番１２号 

取締役大宮支店長 相羽 保弘 

⑤

株式会社ファミリーマート（ファミリーマート） 

東京都港区芝浦三丁目１番２１号 

代表取締役社長 澤田 貴司 

⑥

ミニストップ株式会社（ミニストップ） 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番１号 

代表取締役社長 藤本 明裕 

⑦

株式会社ローソン（ローソン） 

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

埼玉・千葉営業部営業部長 遅沢 正晃 

２ 委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 
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さいたま市告示第５６０号

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１９５号）第２

９条第１項に規定する一般廃棄物処理手数料の収納事務の一部について、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１５８条第１項に基づき、次の者に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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者の名称、所在地、代表者の氏名等

事項 内容

名称 特定非営利活動法人エコシステムさいたま

所在地 さいたま市浦和区東仲町６－６ ベルム浦和１階

代表者指名 理事長 深澤修治

２ 委託期間

 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
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さいたま市告示第５６１号

さいたま市一般廃棄物（死犬・猫等）処理手数料の収納事務の一部について、地方自治法施行令（

昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項に基づき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。

なお、４月１日から適用する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託業者の住所、名称、代表者

さいたま市桜区新開１丁目２５番１号

  株式会社オリエントプランニング 代表取締役 伊佐 聡

さいたま市西区中野林２４番地２ 

株式会社協和清掃運輸 代表取締役 関根 執

２ 委託期間

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日
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さいたま市告示第５６２号

 さいたま市下水道事業収納取扱金融機関の指定の一部を改正する告示を次のように定める。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

   さいたま市下水道事業収納取扱金融機関の指定の一部を改正する告示

 さいたま市下水道事業収納取扱金融機関の指定（平成１７年さいたま市告示第３４９号）の一部を

次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあ

っては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後部分に

改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

収納取扱金融

機関の名称

本店（本所）

の所在地

取扱年月日

［略］

 ［略］

収納取扱金融

機関の名称

本店（本所）

の所在地

取扱年月日

［略］

株式会社商工

組合中央金庫

東京都中央区

区八重洲２丁

目１０番１７

号

平成１７年

４月１日

 ［略］

附 則

この告示は、公布の日から施行する。
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５６３号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定によりさいたま市東部環境

センターの塵芥処理手数料の収入事務を次のとおり委託した。 

令和２年４月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 受託者の名称 

  株式会社ケント・コーポレーション 

２ 住所 

  さいたま市浦和区本太２－９－２４

３ 代表者名

  代表取締役 森谷 行雄

４ 委託期間

令和 ２年 ４月 １日より令和 ３年 ３月３１日までの土曜日、国民の祝日（元日及び土・

日を除く）及びその振替休日、年末の令和 ２年１２月２９日、３０日、３１日

５ 契約年月日

  令和 ２年 ３月２６日

６ 委託事務

  さいたま市東部環境センターの塵芥処理手数料の収納事務
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５６４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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

所在地 さいたま市大宮区桜木町２－７－６ ３F 
名 称 株式会社 アイエスエス

代表者 代表取締役 嶋 良祐

２ 委託事務

南区役所情報公開コーナーにおける有償刊行物の頒布に係る売払代金の収納事務

３ 委託期間

 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

４ 連絡先

 担当 さいたま市役所南区くらし応援室

 電話 ０４８（８４４）７１３６
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５６５号 

再生コピー用紙（Ａ３）（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４月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

コピー用紙（Ａ３）（単価契約） 

 納入場所 

さいたま市内各課所、各市立学校及び市内保育園 

 数量・特質等 

ア 予定数量 １１，５３３箱（１７，２９９，５００枚） 

  イ 特質等 入札説明書による。 

 納入期間 

令和２年５月１日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

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

等）（以下「名簿」という。）の物品納入等種目分類表「事務用品・什器」内の営業種目「紙製

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 

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４月７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

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

 交付費用 

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４月１３日（月）及び令和２年４月１４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。 

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箱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４月１５日（水）午後２時００分 
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

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４月１５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ 

 落札者の決定方法 

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 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 さいたま市総務局総務部総務課 

電話 ０４８（８２９）１０８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８３ 

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 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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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５６６号

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１７条の規定により、次のとおり審理員となるべき

者の名簿を作成したので公告する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

 審理員名簿

職員の所属 役   職 氏   名

総務局総務部法務・コンプライアンス課 行政不服審査専門員 佐々木 康友

総務局総務部法務・コンプライアンス課 行政不服審査専門員 三輪 貴幸

総務局総務部法務・コンプライアンス課 参与 後藤 由喜雄

総務局総務部法務・コンプライアンス課 主幹 中島 修太朗
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５６７号

さいたま市市営住宅条例（平成１３年さいたま市条例第２６７号）第４条第１項に規定する市営住

宅入居者募集を次のとおり実施するので、同条第２項第３号の規定により告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 募集住宅

 一般住宅

住宅名 間取り 戸数 家賃 所在地

今羽住宅 ３Ｋ ２戸 14,300 円～24,200 円 北区今羽町２４４番地２

奈良住宅 ３Ｋ ２戸 14,800 円～24,200 円 北区奈良町１３４番地１

西本郷住宅 ２ＤＫ ３戸 25,700 円～50,600 円 北区本郷町１７番地１

春岡住宅 ３ＤＫ ２戸 27,700 円～54,400 円 見沼区小深作２６２番地１

春野団地 ２ＤＫ ４戸 25,800 円～51,100 円 見沼区春野２丁目３番１号 他

宮前住宅 ３ＤＫ １戸 21,200 円～41,700 円 中央区桜丘１丁目２番８号

神田団地 ３ＤＫ １戸 19,100 円～37,400 円 桜区神田５１７番地

常盤８丁目団地 ３ＤＫ １戸 19,300 円～38,000 円 浦和区常盤８丁目４番４号

領家立野団地 ３ＤＫ １戸 24,500 円～48,100 円 浦和区領家７丁目２０番１６号

大谷口細野団地① ３ＤＫ ２戸 26,000 円～53,500 円 南区大谷口１１７６番地４ 他

三室団地 ３ＤＫ １戸 20,200 円～39,700 円 緑区三室１９７番地３

浮谷住宅①（中層） ２ＵＤＫ ３戸 13,000 円～25,500 円 岩槻区浮谷２０４２番地１

美幸町住宅 ２ＵＤＫ １戸 12,800 円～25,100 円 岩槻区美幸町２番１５号

東町２住宅 ３ＤＫ １戸 30,700 円～60,200 円 岩槻区東町２丁目３番１４号

 一般住宅（3 人以上世帯）

 住宅名 間取り 戸数 家賃 所在地

天沼住宅 ３ＤＫ １戸 32,900 円～64,600 円 大宮区天沼町１丁目２２３番地

大谷口細野団地② ３ＤＫ ３戸 35,300 円～69,300 円 南区大谷口１１７６番地１

浮谷住宅②（A 棟） ３ＬＤＫ ２戸 33,500 円～65,700 円 岩槻区浮谷２０４２番地１

 単身住宅

 住宅名 間取り 戸数 家賃 所在地

峰岸住宅 １ＤＫ １戸 18,400 円～36,200 円 西区峰岸６８番地

浮谷住宅③（A 棟） １ＤＫ １戸 18,100 円～35,600 円 岩槻区浮谷２０４２番地１

 特殊単身住宅

 住宅名 間取り 戸数 家賃 所在地

高砂団地 １ＤＫ １戸 17,300 円～34,000 円 浦和区高砂４丁目１２番５号

南浦和団地 １ＤＫ ２戸 19,100 円～37,500 円 南区南浦和３丁目５０番８号

 特殊高齢者世話付き単身住宅
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

 住宅名 間取り 戸数 家賃 所在地

本郷町団地 １ＤＫ １戸 21,500 円～42,100 円 北区本郷町９７１番地

２ 入居資格

 申込みできる方は、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  ア 現に同居し、又は同居しようとする親族がいること（単身住宅を除く）

  イ 市内に住所又は勤務場所を有していること

  ウ 地方税に滞納がないこと

  エ 申込者又は同居親族が暴力団員でないこと

  オ 現に住宅に困窮していることが明らかなこと

  カ 世帯全員の収入の総額が条例で定める基準内であること

３ 申込み方法

 募集案内の配布場所

  ア 市役所住宅政策課

  イ 各区役所くらし応援室

  ウ 各支所

  エ 各市民の窓口

  オ 岩槻南部・北部公民館

  カ 埼玉県住宅供給公社（市町村営住宅課、大宮支所、岩槻支所、住まい相談プラザ）

 申込期間 令和２年４月１日（水）から令和２年４月３０日（木）

 申込先  埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課

 申込方法 郵送

 抽選日  令和２年５月２１日（木）

４ 入居時期

 令和２年８月１日（土）以降

５ 連絡先

担当 さいたま市役所建設局建築部住宅政策課住宅整備係

 電話 ０４８（８２９）１５２１
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５６８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４月１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三丁目１２番１０号 

 名 称 埼玉県住宅供給公社 

 代表者 理事長 石川 幸彦 

２ 委託事務 

 市営住宅及び市民住宅の家賃の収納事務 

 市営住宅の家賃及び駐車場使用料の延滞金の収納事務 

 借上げ市営住宅における共益費の収納事務 

 市営住宅及び市民住宅の駐車場使用料の収納事務 

３ 委託期間 

 令和２年４月 １日 から 令和３年３月３１日 まで 

４ 連絡先 

 担当 さいたま市役所 建設局 建築部 住宅政策課 住宅整備係 

 電話 ０４８（８２９）１５２１ 
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５６９号

 さいたま市狂犬病予防法関係事務手数料条例（平成１３年５月１日さいたま市条例第７０号）第２

条に規定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の収納事務の一部を次の者に委託し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

  別紙のとおり

２ 委託期間

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
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1 埼玉県獣医師会さいたま市支部 支部長　高橋　一成 岩槻区本町 3-16-10

2 やまき動物病院 八巻　宗貴 西区三橋 6－1612－10　

3 いぶき動物病院大宮 四宮　礼智 北区東大成町1-565 斎藤ﾋﾞﾙ1階

4 シャンテどうぶつ診療所 寺尾　順子 北区日進町 2－1359－5

5 アマヌマ動物病院 関口　豪 大宮区天沼町 2－236－1

6 おおた動物病院 太田　茂雄 大宮区櫛引町1―261―3

7 桜どうぶつ病院 針谷　すみ子 大宮区桜木町 4－677

8 みお動物病院 岡崎　光雄 大宮区三橋 1－722

9 サカイ動物病院 酒井　正二 見沼区南中野 670－5

10 にれい動物病院 楡井　大 見沼区東大宮 6－23－12

11 東大宮どうぶつ病院 山手　健輔 見沼区東大宮7-8-18 オリエンス１階

12 いちも動物病院 松木　邦都 中央区鈴谷6－6－19

13 ピッコリーノ動物病院 土谷　訓子 中央区大戸 6－11－15

14 和ごころ動物病院 吉川　忠雄 中央区本町東6－1－7－102

15 いしかわ動物病院 石川　博愛 桜区栄和 3－26－12－1

16 小林動物病院 小林　敏博 浦和区上木崎 7－11－11

17 新都心どうぶつ病院 島田　洋二郎 浦和区上木崎3－3－43

18 結城チロロ動物病院 結城　邦夫 浦和区瀬ヶ崎3－16－5

19 よこやまペットクリニック 後藤　彰 浦和区仲町 4－11－12　１F

20 クッキーペットクリニック 菊地　正裕 南区白幡 3－5－14 ﾒｿﾞﾝｾﾚｽﾃ1F

21 ダクタリ動物病院 浦和病院 増田　淳 南区別所 5－14－25　1F

22 チャムどうぶつ病院 山本　拓也 南区別所1-12-18 02河野ビル1階

23 ふくろう動物病院 池田　賢次 南区太田窪1964

24 南埼玉どうぶつ病院 笠原　英介 南区四谷3－7－5

25 やすだ動物病院 安田　一敏 南区沼影 1－26－1

26 別所沼どうぶつ病院 山本　高根 南区別所3－38－29

27 もも動物病院 谷　祐子 緑区美園4-17-7

28 ドルフィンアニマルホスピタル東浦和 荒島　紘一郎 緑区東浦和7-5-2

29 ドルフィンアニマルホスピタル浦和美園 渡澤　英範 岩槻区美園東3-8-1

30 さんぽみち動物病院 今川　惇哉 岩槻区岩槻6929

31 本町動物病院 若林　伸幸 岩槻区仲町2－5－2

32 みらいペットクリニック 加藤　彰朗 岩槻区宮町1-3-18-2

33 イオンペット株式会社 代表取締役社長　辻　晴芳 千葉県市川市南八幡4－17－8 コスモス本八幡１階

34 株式会社そよかぜ 代表取締役　山﨑　泰輔 さいたま市中央区鈴谷2-634-1 サクレオーアン102
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７０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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

 所在地 さいたま市北区奈良町９５－５

 名 称 埼玉中央ビルメンテナンス協同組合

 代表者 代表理事 野口 寛

２ 委託事務

大宮区役所における有償刊行物の頒布に係る売払代金の収納事務

３ 委託期間

 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

４ 連絡先

 担当 さいたま市大宮区役所くらし応援室

 電話 ０４８（６４６）３０２６
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７１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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市浦和区北浦和五丁目１７４番１、１７４番３、１７４番４、１７４番５

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都中央区日本橋室町三丁目２番１号

三井不動産レジデンシャル株式会社 都市開発二部長 小林 幹彦

３ 許可番号

 令和２年３月４日

 第 変‐Ｓ２９０８５ 号

４ 検査済証番号

 令和２年３月３１日

 第 完‐Ｓ２９０８５ 号
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７２号

災害対策基本法第４９条の４第１項に規定する指定緊急避難場所を次のとおり指定したので、同条

第３項の規定により告示する。

また、災害対策基本法第４９条の７第１項に規定する指定避難所を次のとおり指定したので、同条

第２項の規定により告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設の名称及び所在地

(1) 名 称 大宮国際中等教育学校

(2) 所在地 さいたま市大宮区三橋４丁目９６番地
２ 指定緊急避難場所の対象とする異常な現象の種類

(1) 洪水（２階以上）

(2) 崖崩れ、土石流及び地滑り

(3) 地震

３ 指定日

   令和２年４月１日

４ 連絡先

(1) 担当 さいたま市役所総務局危機管理部防災課防災対策係
(2) 電話 ０４８（８２９）１１２７
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７３号

災害対策基本法第４９条の６第１項に基づき、次のとおり指定緊急避難場所の指定を取消したの

で、同条第２項の規定により告示する。

また、災害対策基本法第４９条の７第２項に基づき、次のとおり指定避難所の指定を取消したの

で、同項の規定により告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定を取消した施設の名称及び所在地

(1) 名 称 大宮西高等学校

(2) 所在地 さいたま市大宮区三橋４丁目９６番地
２ 指定を取消した日

   令和２年４月１日

３ 連絡先

(1) 担当 さいたま市役所総務局危機管理部防災課防災対策係
(2) 電話 ０４８（８２９）１１２７
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７４号

災害対策基本法第４９条の４第１項に規定する指定緊急避難場所を次のとおり指定したので、同条

第３項の規定により告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設の名称及び所在地

(1) 名 称 美園台公園

(2) 所在地 さいたま市緑区大字下野田５５０番地外
２ 対象とする異常な現象の種類

(1) 崖崩れ、土石流及び地滑り
(2) 地震

３ 指定日

   令和２年４月１日

４ 連絡先

(1) 担当 さいたま市役所総務局危機管理部防災課防災対策係
(2) 電話 ０４８（８２９）１１２７

-20-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７５号

さいたま市都市計画下水道事業施行に伴う受益者負担金徴収のため、さいたま市都市計画下水道事

業受益者負担に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２７３号）第６条の規定により、令和２年

度の賦課対象区域を次のとおり決定し公告する。

なお、関係書類は本市建設局下水道部下水道総務課において縦覧に供する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１賦課対象区域

 別紙のとおり
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７６号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項に規定する収納事務の委託を次の

とおり指定したので、同条第２項の規定により告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した者

 住 所 さいたま市大宮区吉敷町２丁目２３番地

 名 称 さいたま食肉市場株式会社

 代表者 代表取締役 金子健司

２ 指定業務および期間

 業務 と畜検査手数料収納事務

 期間 令和２年４月１日~令和３年３月３１日
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７７号 

 令和２年度さいたま市一般廃棄物処理実施計画を定めたので、さいたま市廃棄物の処理及び再生利

用に関する条例（平成１３年条例第１９５号）第２１条第１項の規定に基づき、これを告示する。 

令和２年４月１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 趣旨 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。）第６条第１項、廃棄物の処

理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。）第１条の３及びさいたま市廃

棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年条例第１９５号）第２１条第１項の規定に基づ

き、さいたま市一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。 

２ 計画書 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ 計画期間 

令和２年４月１日から令和３年３月３１日までとする。 

４ 計画の区域 

さいたま市の区域全域とする。 

-44-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５７８号 

さいたま市立桜木図書館外５館ＩＣタグ貼付等業務について、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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市立桜木図書館外５館ＩＣタグ貼付等業務

 履行場所

さいたま市大宮区桜木町１－１０－１８外

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年５月１日から令和３年３月２６日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

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

）（以下「名簿」という。）に業務「電算」の受注希望業務「データ入力」又は業務「その他」

の受注希望業務「その他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

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

とされた者

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

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

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

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市立中央図書館資料サービス課 

担当 資料整理係 電話 ０４８（８７１）２１７３

 交付期間

告示の日から令和２年４月７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さい

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

 交付費用
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

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４月１３日（月）午前９時から午後４時まで

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８２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４月１６日（木）午前１０時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟第５会議室

 入札保証金

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

ア 日時

令和２年４月１６日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

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

電話 ０４８（８２９）１７０５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９０

 業務を担当する課

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ さいたま市立中央図書館資料サービス課

電話 ０４８（８７１）２１７３ ＦＡＸ ０４８（８８４）５５００

７ 契約手続等

 契約保証金

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

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 契約条項等は、さいたま市立中央図書館資料サービス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５７９号

さいたま市下水道条例（平成１３年さいたま市条例第２７０号）第８条に規定する下水道排水設備

指定工事店を次のとおり指定したため、さいたま市下水道排水設備指定工事店条例（平成１３年さい

たま市条例第２７２号）第１７条の規定により告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 指定した下水道排水設備指定工事店    

次の表のとおり 

指定番号 名称 営業所の所在地 氏名又は代表者名 

第 318 号 株式会社 オールワン さいたま市見沼区片柳 1 丁目 116 番地 金井 寧 

２ 指定基準 

 責任技術者が１人以上専属していること。

 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

 埼玉県内に営業所があること。

 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 工事業者（法人にあっては代表者）が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 工事業者（法人にあっては代表者）が、さいたま市下水道排水設備指定工事店条例（以下

「指定工事店条例」という。）第１５条第１項の規定により責任技術者としての登録を取

り消され、その取消しの日から２年を経過しない者

ウ 指定工事店条例第６条第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を

経過しない者

エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が

ある者

オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

カ 法人で、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

３ 指定業務

排水設備等の新設等の工事

４ 指定有効期間   令和２年４月１日から令和６年３月３１日まで

５ 連絡先

 担当 さいたま市役所建設局下水道部下水道維持管理課 排水指導係

 電話 ０４８（８２９）１５５９
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さいたま市告示第５８０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、第４６条
第１項、第４８条第１項第１号、第５３条第１項本文及び第５４条の２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第１項、第８５条第１項、第９３条

第１項、第１１５条の１０第１項及び第１１５条の２０第 1項の規定により告示する。
令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設・事業所

（１） みんなのケア さいたま宮原

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39番地 4 
イ 事業種別  訪問介護

ウ 申請者   彩のえがお株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39番地 4
オ 代表者   代表取締役 足立 雄介

カ 指定番号  1176518122 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２） みんなのケア さいたま宮原

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39番地 4 
イ 事業種別  居宅介護支援

ウ 申請者   彩のえがお株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39番地 4 
オ 代表者   代表取締役 足立 雄介

カ 指定番号  1176518148 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（３） 埼玉メディカルセンター附属訪問看護ステーション

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4丁目 9番 3号
イ 事業種別  訪問看護

ウ 申請者   独立行政法人地域医療機能推進機構

エ 申請者住所 東京都港区高輪 3丁目 22番 12号
オ 代表者   理事長 尾身 茂

カ 指定番号  1166591127 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（４） 埼玉メディカルセンター附属訪問看護ステーション

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 4丁目 9番 3号
イ 事業種別  介護予防訪問看護

ウ 申請者   独立行政法人地域医療機能推進機構

エ 申請者住所 東京都港区高輪 3丁目 22番 12号
オ 代表者   理事長 尾身 茂

カ 指定番号  1166591127 
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キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日
（５） かなで訪問看護ステーション

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区大字高木 1366番地 1 
イ 事業種別  訪問看護

ウ 申請者   医療法人敬樹会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所 380番地 2いしいビル 2階Ｂ
オ 代表者   理事長 長倉 芳樹

カ 指定番号  1166591135 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（６） かなで訪問看護ステーション

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市西区大字高木 1366番地 1 
イ 事業種別  介護予防訪問看護

ウ 申請者   医療法人敬樹会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所 380番地 2いしいビル 2階Ｂ
オ 代表者   理事長 長倉 芳樹

カ 指定番号  1166591135 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（７） コンパスウォーク七里

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野 248番地
イ 事業種別  通所介護

ウ 申請者   有限会社ホワイト急便大宮

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区宮前町 684番地
オ 代表者   取締役 上田 泰弘

カ 指定番号  1176518106 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（８） さいたま市与野本町デイサービスセンター

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 4丁目 7番 20号
イ 事業種別  通所介護

ウ 申請者   社会福祉法人シナプス

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 6丁目 11番 1号
オ 代表者   理事長 丸木 雄一

カ 指定番号  1176518064 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（９） Hinodeナーシングヴィラ大宮
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 1丁目 308番地 1 
イ 事業種別  特定施設入居者生活介護

ウ 申請者   社会福祉法人博愛福祉会

エ 申請者住所 兵庫県加古川市平岡町新在家 2333番地の 2 
オ 代表者   理事長 大西 弘文
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カ 指定番号  1176518114 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１０） Hinodeナーシングヴィラ大宮
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 1丁目 308番地 1 
イ 事業種別  介護予防特定施設入居者生活介護

ウ 申請者   社会福祉法人博愛福祉会

エ 申請者住所 兵庫県加古川市平岡町新在家 2333番地の 2 
オ 代表者   理事長 大西 弘文

カ 指定番号  1176518114 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１１） かいごのあも

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2丁目 841番地 1 
イ 事業種別  居宅介護支援

ウ 申請者   合同会社かいごのあも

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2丁目 841番地 1 
オ 代表者   代表社員 桑原 裕子

カ 指定番号  1176518056 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１２） 特別養護老人ホームたいようの杜

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤 8丁目 17番 9号
イ 事業種別  介護老人福祉施設

ウ 申請者   社会福祉法人 まあれ愛恵会

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区南浦和 2丁目 12番 17号
オ 代表者   理事長 海田 昭彦

カ 指定番号  1176518155 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１３） 特別養護老人ホーム みちみち大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 2丁目 69番地 7 
イ 事業種別  介護老人福祉施設

ウ 申請者   社会福祉法人光彩会

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字船渡 2046 
オ 代表者   理事長 野澤 孝道

カ 指定番号  1176518072 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１４） 特別養護老人ホーム みちみち大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 2丁目 69番地 7 
イ 事業種別  短期入所生活介護

ウ 申請者   社会福祉法人光彩会

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字船渡 2046 
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オ 代表者   理事長 野澤 孝道

カ 指定番号  1176518072 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１５） 特別養護老人ホーム みちみち大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 2丁目 69番地 7 
イ 事業種別  介護予防短期入所生活介護

ウ 申請者   社会福祉法人光彩会

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字船渡 2046 
オ 代表者   理事長 野澤 孝道

カ 指定番号  1176518072 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１６） 特別養護老人ホーム みちみち大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 2丁目 69番地 7 
イ 事業種別  短期入所生活介護

ウ 申請者   社会福祉法人光彩会

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字船渡 2046 
オ 代表者   理事長 野澤 孝道

カ 指定番号  1176518080 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１７） 特別養護老人ホーム みちみち大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 2丁目 69番地 7 
イ 事業種別  介護予防短期入所生活介護

ウ 申請者   社会福祉法人光彩会

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字船渡 2046 
オ 代表者   理事長 野澤 孝道

カ 指定番号  1176518080 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１８） 居宅介護支援事業所 みちみち大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区植竹町 2丁目 69番地 7 
イ 事業種別  居宅介護支援

ウ 申請者   社会福祉法人光彩会

エ 申請者住所 埼玉県越谷市大字船渡 2046 
オ 代表者   理事長 野澤 孝道

カ 指定番号  1176518098 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（１９） 介護ナンバーワン

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
イ 事業種別  訪問介護

ウ 申請者   株式会社愛総合福祉
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エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2丁目 18番 2号
オ 代表者   代表取締役 髙柳 尚明

カ 指定番号  1176518130 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２０） 愛・グループホーム与野

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区八王子１丁目 3番 18号
イ 事業種別  認知症対応型共同生活介護

ウ 申請者   株式会社愛総合福祉

エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2丁目 18番 2号
オ 代表者   代表取締役 髙柳 尚明

カ 指定番号  1196501116 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２１） 愛・グループホーム与野

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区八王子１丁目 3番 18号
イ 事業種別  介護予防認知症対応型共同生活介護

ウ 申請者   株式会社愛総合福祉

エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2丁目 18番 2号
オ 代表者   代表取締役 髙柳 尚明

カ 指定番号  1196501116 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２２） 愛・小規模多機能与野

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区八王子１丁目 3番 18号
イ 事業種別  小規模多機能型居宅介護

ウ 申請者   株式会社愛総合福祉

エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2丁目 18番 2号
オ 代表者   代表取締役 髙柳 尚明

カ 指定番号  1196501124 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２３） 愛・小規模多機能与野

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区八王子１丁目 3番 18号
イ 事業種別  介護予防小規模多機能型居宅介護

ウ 申請者   株式会社愛総合福祉

エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2丁目 18番 2号
オ 代表者   代表取締役 髙柳 尚明

カ 指定番号  1196501124 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２４） グループホーム ライブラリ東大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5丁目 40番地
イ 事業種別  認知症対応型共同生活介護
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ウ 申請者   株式会社リビングプラットフォーム

エ 申請者住所 北海道札幌市中央区南二条西 20丁目 291番地
オ 代表者   代表取締役 金子 洋文

カ 指定番号  1196501108 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２５） グループホーム ライブラリ東大宮

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5丁目 40番地
イ 事業種別  介護予防認知症対応型共同生活介護

ウ 申請者   株式会社リビングプラットフォーム

エ 申請者住所 北海道札幌市中央区南二条西 20丁目 291番地
オ 代表者   代表取締役 金子 洋文

カ 指定番号  1196501108 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

２ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係

 電話 ０４８（８２９）１２６５
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さいたま市告示第５８１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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設・事業所

（１） コンパスウォーク七里

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野 248番地
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス

ウ 申請者   有限会社ホワイト急便大宮

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市西区宮前町 684番地
オ 代表者   取締役 上田 泰弘

カ 指定番号  1176518106 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（２） さいたま市与野本町デイサービスセンター

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 4丁目 7番 20号
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス

ウ 申請者   社会福祉法人シナプス

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 6丁目 11番 1号
オ 代表者   理事長 丸木 雄一

カ 指定番号  1176518064 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日

（３） リフレデイサービス

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区櫛引町 2丁目 780番地 2 
イ 事業種別  介護予防通所介護サービス

ウ 申請者   株式会社リフレ

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区櫛引町 2丁目 780番地
オ 代表者   代表取締役 山中 誉之

カ 指定番号  11A6500107 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日 

（４） リフレデイサービス

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区櫛引町 2丁目 780番地 2 
イ 事業種別  運動型通所サービス

ウ 申請者   株式会社リフレ

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区櫛引町 2丁目 780番地
オ 代表者   代表取締役 山中 誉之

カ 指定番号  11A6500107 
キ 指定年月日 令和 2年 4月 1日 

（５） みんなのケア さいたま宮原
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ア 事業所住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39番地 4 
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者   彩のえがお株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市北区奈良町 39番地 4 
オ 代表者   代表取締役 足立 雄介

カ 指定番号  1176518122 
キ 指定年月日 令和 2年 4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５８２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、第１１５条の１０第１項第２号及び第１１５条の２０第１項第２号の規定によ

り告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 廃止した施設・事業所

（１）蒼空ケアプランセンター大宮南中野

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 429番地 1 
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 蒼空福祉サービス株式会社

エ 申請者住所 岡山県岡山市北区幸町 3番 13号 ロイヤルガーデン西川緑道公園 1102 
オ 代表者 代表取締役 三宅 茂幸

カ 指定番号 1176516472 
キ 廃止年月日 平成 31年 3月 31日

（２）見沼北ケアセンターそよ風

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4丁目 40番地 2 
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

エ 申請者住所 東京都港区北青山 2-7-13 プラセオ青山ビル
オ 代表者 代表取締役 中川 清彦

カ 指定番号 1176510541 
キ 廃止年月日 令和元年 12月 31日

（３）学研ココファン浦和六辻ヘルパーセンター

ア 住所 埼玉県さいたま市南区辻 3丁目 3番 15号
イ 事業種別 訪問介護

ウ 申請者 株式会社学研ココファン

エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2-11-8 
オ 代表者 代表取締役 五郎丸 徹

カ 指定番号 1176517751 
キ 廃止年月日 令和 2年 2月 29日

（４）学研ココファン浦和六辻ヘルパーセンター

ア 住所 埼玉県さいたま市南区辻 3丁目 3番 15号
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者 株式会社学研ココファン

エ 申請者住所 東京都品川区西五反田 2-11-8 
オ 代表者 代表取締役 五郎丸 徹

カ 指定番号 1176517751 
キ 廃止年月日 令和 2年 2月 29日
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（５）ハート・ネット

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
イ 事業種別 福祉用具貸与

ウ 申請者 有限会社 ハート・ネット

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
オ 代表者 代表取締役 塩野谷 源夫

カ 指定番号 1170101081 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 10日

（６）ハート・ネット

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
イ 事業種別 介護予防福祉用具貸与

ウ 申請者 有限会社 ハート・ネット

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
オ 代表者 代表取締役 塩野谷 源夫

カ 指定番号 1170101081 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 10日

（７）ハート・ネット

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
イ 事業種別 特定福祉用具販売

ウ 申請者 有限会社 ハート・ネット

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
オ 代表者 代表取締役 塩野谷 源夫

カ 指定番号 1170101081 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 10日

（８）ハート・ネット

ア 住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
イ 事業種別 特定介護予防福祉用具販売

ウ 申請者 有限会社 ハート・ネット

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3122番地
オ 代表者 代表取締役 塩野谷 源夫

カ 指定番号 1170101081 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 10日

（９）サクレケア 浦和

ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3丁目 4番 5号
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 株式会社サクレケア

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3丁目 4番 5号
オ 代表者 代表取締役 岡田 淳子

カ 指定番号 1176510632 
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キ 廃止年月日 令和 2年 3月 15日
（１０）有限会社ライフサービス細井紹介所

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町 3丁目 138番地
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 有限会社ライフサービス細井紹介所

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区仲町 3丁目 138番地
オ 代表者 代表取締役 細井 操

カ 指定番号 1170300592 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１１）指定居宅介護支援事業所ファイン

ア 住所 埼玉県さいたま市桜区西堀 7丁目 20番 13号 グリーンハイム中浦和Ⅰ 105号
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 社会福祉法人 安誠福祉会

エ 申請者住所 埼玉県桶川市若宮 1-5-2 
オ 代表者 理事長 今井 俊行

カ 指定番号 1176514204 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１２）柏薬局

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区下落合 1049番地
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 合資会社 柏薬局

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区下落合 1049番地
オ 代表者 代表社員 柏 哲夫

カ 指定番号 1141500511 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１３）ケアプランそらいろ

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 居宅介護支援

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 3月 31日

（１４）東電さわやかケアにっしん・居宅介護支援

ア 住所 埼玉県さいたま市北区宮原町 3丁目 176番地 2 
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 東電パートナーズ株式会社

エ 申請者住所 東京都江東区越中島 3丁目 5番 19号
オ 代表者 代表取締役 高千穂 勝
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カ 指定番号 1176505152 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１５）居宅介護支援事業所あさがお宮原

ア 住所 埼玉県さいたま市北区宮原町 1丁目 530番地
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 株式会社 ウイズネット

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区三橋 2丁目 795番地
オ 代表者 代表取締役 宮澤 裕一

カ 指定番号 1176515243 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１６）埼玉ライフサービス株式会社 本社

ア 住所 埼玉県さいたま市桜区田島 4丁目 9番 8号
イ 事業種別 居宅介護支援

ウ 申請者 埼玉ライフサービス株式会社

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市桜区田島 4丁目 9番 8号
オ 代表者 代表取締役 黒川 芳道

カ 指定番号 1170100489 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１７）訪問ヘルパーステーション トリトン

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 1623番地
イ 事業種別 訪問介護

ウ 申請者 医療法人社団風凛香

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区東門前 43番地 1 
オ 代表者 理事長 大瀬 亨

カ 指定番号 1176512836 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１８）訪問ヘルパーステーション トリトン

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 1623番地
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者 医療法人社団風凛香

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区東門前 43番地 1 
オ 代表者 理事長 大瀬 亨

カ 指定番号 1176512836 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（１９）訪問ヘルパーステーション トリトン

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 1623番地
イ 事業種別 家事支援型訪問サービス

ウ 申請者 医療法人社団風凛香

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区東門前 43番地 1 
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オ 代表者 理事長 大瀬 亨

カ 指定番号 1176512836 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２０）ＳＯＭＰＯケア さいたま大宮東 訪問介護

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 1丁目 56番地 2 ワールドビル 2Ｆ
イ 事業種別 訪問介護

ウ 申請者 SOMPOケア株式会社
エ 申請者住所 東京都品川区東品川 4丁目 12番 8号
オ 代表者 代表取締役 遠藤 健

カ 指定番号 1176516639 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２１）ＳＯＭＰＯケア さいたま大宮東 訪問介護

ア 住所 埼玉県さいたま市大宮区天沼町 1丁目 56番地 2 ワールドビル 2Ｆ
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者 SOMPOケア株式会社
エ 申請者住所 東京都品川区東品川 4丁目 12番 8号
オ 代表者 代表取締役 遠藤 健

カ 指定番号 1176516639 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２２）東大宮ヘルパーステーション

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5丁目 18番地 10 
イ 事業種別 訪問介護

ウ 申請者 医療法人社団協友会

エ 申請者住所 埼玉県吉川市平沼 111番地
オ 代表者 理事長 平岡 邦彦

カ 指定番号 1170300477 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２３）介護ナンバーワン

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
イ 事業種別 訪問介護

ウ 申請者 有限会社 介護ナンバーワン

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
オ 代表者 取締役 佐橋 利雄

カ 指定番号 1176500203 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２４）なんばーわん・小規模多機能与野

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
イ 事業種別 小規模多機能型居宅介護

ウ 申請者 有限会社 介護ナンバーワン
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エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
オ 代表者 取締役 佐橋 利雄

カ 指定番号 1196500209 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２５）なんばーわん・小規模多機能与野

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
イ 事業種別 介護予防小規模多機能型居宅介護

ウ 申請者 有限会社 介護ナンバーワン

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
オ 代表者 取締役 佐橋 利雄

カ 指定番号 1196500209 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２６）なんばーわん・グループホーム与野

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
イ 事業種別 認知症対応型共同生活介護

ウ 申請者 有限会社介護ナンバーワン

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
オ 代表者 取締役 佐橋 利雄

カ 指定番号 1196500779 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２７）なんばーわん・グループホーム与野

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
イ 事業種別 介護予防認知症対応型共同生活介護

ウ 申請者 有限会社介護ナンバーワン

エ 申請者住所 埼玉県さいたま市中央区八王子 1丁目 3番 18号
オ 代表者 取締役 佐橋 利雄

カ 指定番号 1196500779 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２８）さいたま市与野本町デイサービスセンター

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 4丁目 7番 20号
イ 事業種別 通所介護

ウ 申請者 社会福祉法人 埼玉医療福祉会

エ 申請者住所 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 
オ 代表者 理事長 丸木 清之

カ 指定番号 1176508040 
キ 廃止年月日 令和 2年 3月 31日

（２９）さいたま市与野本町デイサービスセンター

ア 住所 埼玉県さいたま市中央区本町東 4丁目 7番 20号
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス
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ウ 申請者 社会福祉法人 埼玉医療福祉会

エ 申請者住所 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 
オ 代表者 理事長 丸木 清之

カ 指定番号 1176508040 
キ 廃止年月日 令和 2年 3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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さいたま市告示第５８３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、次のとおり包括外

部監査契約を締結したので、同条第６項の規定によりこれを告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 包括外部監査契約の期間の始期

令和２年４月１日

２ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

１７,９３０,０００円を限度として、基本費用、執務費用及び実費の額を合算した金額
３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名 松浦 竜人

住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町２丁目９番５号

４ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

必要があると認めるときは、監査費用の一部を概算払とし、当該委託業務終了後に監査に要し

た費用の額を確定し、過不足分を精算するものとする。

５ 連絡先

 担当 さいたま市役所総務局総務部総務課総務係

 電話 ０４８（８２９）１０８３
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さいたま市告示第５８４号

行政課題解決型データ利活用ワークショップ実施業務について、次のとおり当該業務委託に関する

企画提案書の提出を招請する。

令和２年４月１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

行政課題解決型データ利活用ワークショップ実施業務

履行場所

さいたま市内

業務概要

実施要項・業務委託要求事項のとおり

履行期間

契約締結の日から令和２年１１月３０日まで

予算の上限額

本プロポーザルの予算上限額は１，８１５，０００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さなければならない。

（１）本プロポーザルの周知（通知）日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格

名簿（業務委託）に、業務名：計画策定で登載されていること。

（２）次のいずれにも該当しないこと。

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

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

律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者

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

の一般競争入札に参加させないこととされた者

（３）本プロポ－ザルの周知（通知）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又

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

による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。

 （４）本プロポーザルの周知（通知）日から過去５年間に、総務省「地方公共団体におけるデータ

利活用ガイドブック Ver.2.0」にいう「データアカデミー」の実施に関する業務を受託し、適
切に履行した実績がある者

３ 企画提案に係る実施要項・業務委託要求事項等の交付

企画提案書の提出を希望する者に対し、プロポーザル実施要項・行政課題解決型データ利活用ワ

ークショップ実施業務委託要求事項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 さいたま市都市戦略本部情報政策部統計情報担当

電話 ０４８（８２９）１１１９（直通）
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イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p071370.html
交付期間

令和２年４月１日（水）から令和２年５月１日（金）まで

４ 質問の受付

企画提案の公募に関する質問については、電子メールにより受け付ける。

受付先

さいたま市都市戦略本部情報政策部統計情報担当

電子メールアドレス tokei-jyoho-t@city.saitama.lg.jp
受付期間

令和２年４月１日（水）から令和２年４月１０日（金）午後５時まで

質問に対する回答予定日

令和２年４月１５日（水）頃

５ 参加意思の表明手続き

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加申込兼資格確認申請書の提出を行うこと。

受付期間

令和２年４月１日（水）から令和２年４月１７日（金）まで（午前８時３０分から正午まで及び

午後１時から午後５時まで）

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参又は郵送による送付。郵送の場合は受付期間内必着。一般郵便書留又は簡易書留に限る。

※電子メール、ファックス不可

提出部数

１部

６ 参加資格確認結果通知書の交付

参加資格確認審査終了後、参加資格確認結果通知書を、令和２年４月２２日（水）を目途に郵送

する。

７ 企画提案書等の提出

参加者は、次のとおり書類の提出を行うこと。

提出書類

ア 企画提案書表紙

イ 企画提案書

ウ 事業者概要

エ 業務工程表

オ 見積書

提出日時

令和２年４月２３日（木）から令和２年５月１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項第１号に規定する休日を除く午前８時３０分か
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ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）

提出場所

３ アに同じ

提出方法

持参又は郵送（郵送の場合は一般郵便書留又は簡易書留に限る。提出締切日必着）による送付

※電子メール、ファックス不可

提出部数

原本１部及び写し７部

８ 事業者決定の方法

事業者決定は、「行政課題解決型データ利活用ワークショップ実施業務選考委員会」を開催し、

選定する。

９ 行政課題解決型データ利活用ワークショップ実施業務選考委員会

参加資格確認結果通知により、参加資格を有すると認められた者は、選考委員会において、提案

内容の説明をすることができる。

 選考委員会の実施日

令和元年５月１８日（月）（予定）

詳細は参加者数が確定した後、別途通知する。

１０ その他

この企画提案書等の手続きに係る一切の経費は、提案者の負担とする。

提出された企画提案書等は返却しない。

詳細は、プロポーザル実施要項・行政課題解決型データ利活用ワークショップ実施業務委託要

求事項による。

１１ 担当課

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統計情報担当

電話 ０４８（８２９）１１１９（直通）
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さいたま市告示第５８５号 

さいたま市マイナポイント事業関連支援業務について、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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市マイナポイント事業関連支援業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

 業務概要

マイナポイント予約（マイキーＩＤ設定）支援、マイナンバーカードの申請サポート等

 履行期間

契約締結の日から令和２年９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。

 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「イベント・催事」又は「電算」で登載されている者である

こと。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 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。

 国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体を相手方として、同種同様の契約実績を２件以

上有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 ＩＣＴ政策担当 電話 ０４８（８２９）１０４７ 
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  イ さいたま市ホームページからダウンロード（入札説明書のみ） 

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

 交付期間

告示の日から令和２年４月２２日（水）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

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

）を除く午前９時から午後４時まで）

 交付費用

無償

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

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

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

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間

告示の日から令和２年４月２３日（木）まで（持参の場合は、休日を除く午前９時から午後４

時まで）

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参又は郵送

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年４月２３日（木）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部ＩＣＴ政策担当

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年４月２４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
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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４月３０日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第５会議室

 入札保証金

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月３０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。

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。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７

 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）１０４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５

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
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８ その他

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。

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

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第５８６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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

 所在地 さいたま市中央区新都心１１－２ さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ

 名 称 株式会社クリーン工房

 代表者 代表取締役 川鍋 大二

２ 委託事務

岩槻区役所情報公開コーナーにおける有償刊行物の頒布に係る売払代金の収納事務

３ 委託期間

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

４ 連絡先

 担当 さいたま市岩槻区役所くらし応援室

 電話 ０４８（７９０）０１２８
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さいたま市告示第５８７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４月１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４月１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５８８号

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４２第１項に規定により指定情報公表センタ

ーに関する業務について委託をしたので、介護保険法施行令第３７条の１１で準用する第３７条の４

第１項の規程により告示する。

令和２年４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

 名   称  特定非営利活動法人ケアマネージメントサポートセンター

 所 在 地  さいたま市中央区下落合五丁目１０番５号

 代 表 者  理事長 倉上 伸夫

２ 情報公表センター名称

  さいたま市指定情報公表センター

３ 情報公表センター所在地

  さいたま市中央区下落合五丁目１０番５号

４ 委託期間

  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

５ 委託内容

 情報公表の計画作成・報告等に関する周知

 情報の審査・受理・公表・問合せ対応

 運営管理業務

６ 連絡先

 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係

 電話 ０４８（８２９）１２６５
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さいたま市告示第５８９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４月１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 受託者

 所在地 さいたま市南区太田窪２７４５

 名称 株式会社昭和綜合サービス

 代表者 代表取締役 松岡 晉

２ 委託事務

・浦和区役所における有償刊行物の頒布に係る売払代金の収納事務

３ 委託期間

 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

４ 連絡先

 担当 さいたま市浦和区役所くらし応援室

 電話 ０４８（８２９）６０４９
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さいたま市告示第５９０号 

人工呼吸器外２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４月２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 人工呼吸器 

イ ＮＰＰＶ 

ウ 全自動遺伝子解析装置 

 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３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３０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。
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 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 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

 交付期間 

告示の日から令和２年４月８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４月１０日（金）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 

 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、
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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４月１５日（水）午前１０時００分 

(イ) １ イの物品 令和２年４月１５日（水）午前１０時１５分 

(ｳ) １ ウの物品 令和２年４月１５日（水）午前１０時３０分 

イ 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 

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４月１５日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 落札者の決定方法 

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 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 

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。

-78-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５９１号 

令和２年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務について、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４月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

令和２年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務 

 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１９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。 

 本入札の入札日において、一般社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ＪＩＳＱ

２７００１（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１）の認定を受けている者であること。 

 過去２年間において、国（独立行政法人を含む。）又は人口３０万人以上の地方自治体、ある

いは後期高齢者医療広域連合において、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、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福祉部国民健康保険課 

担当 レセプト給付係 電話 ０４８（８２９）１２７５ 

-79-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

 交付期間 

告示の日から令和２年４月１６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４月１７日（金）午前９時から午後４時まで

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月２１日（火）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 本庁舎地下１階第１会議室

 入札保証金

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。
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 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月２１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福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

電話 ０４８（８２９）１２７５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８ 

７ 契約手続等

 契約保証金

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

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

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

はできない。

 この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第５９２号

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定により、都市公園の供用開始について、次の

とおり告示する。

令和２年４月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 供用開始する公園

番号 名称 位置 区域 供用開始の期日

１ 北浦和五丁目第六公園
浦 和 区 北 浦 和 ５ 丁 目

１７４番５

別添図面

のとおり
令和２年４月２日
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５９３号

さいたま市繁華街巡回業務について、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４月２日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

さいたま市繁華街巡回業務

 履行場所

さいたま市大宮区仲町１丁目 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２６日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

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

（以下「名簿」という。）に業務「警備」の受注希望業務「警備（機械警備業務を除く）」で

登載されていること。

 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。

 本告示日において、警備業法第４条に基づく認定を受けており、一般社団法人埼玉県警備業協

会に加盟している者であること。

 平成２７年度以降に国又は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 入札説明書の交付等

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書を貸与する。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部商業振興課

 電話 ０４８（８２９）１３６４

交付期間

本告示日から令和２年４月１３日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後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審査申請書

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４月１５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。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月２０日（月）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 本庁舎地下第１会議室

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月２０日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ 

 落札者の決定方法等

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した入札書比較価格（１

１０分の１００を乗じた価格）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

最低制限価格の１１０分の１００の価格以上の価格で入札したもののうち最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とします。 

 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、再度入札に参加する

ことはできない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条の規定に該当する入札は、これを無効とする。

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市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商業振興課

電話 ０４８（８２９）１３６４

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、さいたま市経済局商工観光部商業振興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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さいたま市告示第５９４号 

災害時防災情報電話サービス提供業務について、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４月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

   災害時防災情報電話サービス提供業務 

 履行場所 

  システム設置場所 

 業務概要 

 公衆電話網を活用した住民等に対する避難勧告等の防災情報の配信サービスのために必要なア

プリケーションソフトウェア、ミドルウェア、ハードウェア及び施設と、その適正かつ安定的な

運用管理について、ＡＳＰ方式により提供する。 

 履行期間 

  契約締結日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

  本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

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

）（以下「名簿」という。）に業務「電算」の受注希望業務「電算処理」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。 

 過去２年間で、国又は地方公共団体の行う電話等配信事業についてサービス提供業務契約を締

結し、かつ履行した実績を有する者。 

 データセンターによるサービスを含む情報処理サービスに関し、「ISO27001（ISMS）」または

「プライバシーマーク」の認証を取得していること。 

３ 入札説明書の交付 

  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 
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   さいたま市浦和区常盤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 

   本入札の告示日から令和２年４月１４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。 

 交付方法

全て郵送とする。

 交付日

令和２年４月１５日（水）に交付するものとする。

６ 業務仕様書の貸出 

業務仕様書の貸出方法は、業務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４月２１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４月２１日（火）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７ イに同じ

 落札者の決定方法 

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

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

   なお、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 

 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 

-89-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

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。 

-90-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５９５号 

さいたま市の発注する「電線共同溝整備（一般県道鴻巣桶川さいたま線）に伴う舗装工事」ほか４

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４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。 

契約整理番号 ０２－４４５６－５

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 電線共同溝整備（一般県道鴻巣桶川さいたま線）に伴う舗装工事

工事場所 さいたま市浦和区針ヶ谷１丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年６月３０日まで

概要 延長 490m 構造物撤去工 564m 街路樹 伐採抜根工 1523 本 運搬処分工 1523

本 表層工 455 ㎡ 上層路盤工 455 ㎡ 

予定価格（税込） ２２，９７９，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年４月２１日（火）午後２時００分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－
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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４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 無

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

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

契約整理番号 ０２－４４５６－６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 交通バリアフリー道路特定工事（市道第２０４号線外２路線）

工事場所 さいたま市中央区下落合１丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年７月１７日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 950m 土工一式 舗装工 透水性舗装工（

歩道部）12 ㎡ インターロッキングブロック 31 ㎡ 視覚障害者誘導ブロック

284 ㎡ 道路付属物工 縁石工一式 手すり設置工 1 箇所 構造物撤去工一式 

予定価格（税込） １４，７５１，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年４月２１日（火）午後２時１０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市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 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成２２年度以降、国、地方公共団体等が発注した、

請負代金額が５００万円以上の土木工事又は舗装工事を元請として完成させ

た実績があること。 

(2) 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点

を下回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知

日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

-97-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 無

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

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

契約整理番号 ０２－３１６２－１

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３年１月２９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・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） ６４，９４４，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年４月２１日（火）午後２時２０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 造園工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の造園工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件である。

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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契約整理番号 ０２－３２８３－３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 旧中尾放課後児童クラブ解体工事

工事場所 さいたま市緑区大字中尾２５９６－１

履行期間 契約確定の日から令和２年９月３０日まで

概要 建物等解体工事一式 建物概要 鉄骨造２階建 延べ面積 165.39 ㎡ 外 

予定価格（税込） １８，１３９，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年４月２１日（火）午後２時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 解体工事業  

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 本市発注の解体工事について、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４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市緑区東浦和８丁目１９番地１

さいたま市都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所

電話 ０４８－８７３－４２０１

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 ０２－３３８２－２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 氷川緑道西通線（南区間）照明設備工事（Ｒ０１－２）

工事場所 さいたま市大宮区下町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 電気施設工 照明設備 11 基 作業土工 7.7   付帯工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） １７，９８５，０００円

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室
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令和２年４月２１日（火）午後２時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級又はＢ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当す

る。

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

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 

電話 ０４８－６４６－３２９０

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５９６号

さいたま市の発注する「自転車通行環境整備工事（市道Ｍ３０１号線外６路線）」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４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。 

(5) 本公告に係る入札は、一抜け方式により実施する。 

ア 一抜け方式の対象工事については別表により定める。 

イ 一つの工事について、落札候補者となった者が、その後開札される他の工事について入札を
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行っている場合は、その後開札される他の工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。

また、その後開札される他の工事について、(1)における落札候補者の入札を無効とした場合

の新たな落札候補者及び(4)における落札候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者と

なることはできない。 

ウ   (1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札

候補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、他の工事の落札候補者である

場合は、当該工事の入札を無効とし、辞退したものとして取扱う。 

エ (1)における落札候補者の入札を無効とした場合の新たな落札候補者及び(4)における落札候 

補者を落札者としない場合の新たな落札候補者となった者が、その後開札される他の工事の落 

札候補者でない場合は、当該他の工事の入札を有効として取扱う。 

４ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

(1) 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事

ごとに別に定める。 

(2) 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、

設計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共

同企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

(3) 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図

書公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

(4) 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によって

は書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

(5) やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

５ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

(2) 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いに

ついては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

６ 契約金の支払方法 

(1) 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

(2) 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわた

る契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円

未満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

(3) 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行

うこととする。 

(4) 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることが

できる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制

とし、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、
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中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

(5) 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金

額の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１

０分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

７ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

８ その他 

(1) 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

(2) 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

(3) 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

(4) 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数

制限を行う。 

(5) 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届

出書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出

すること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号

）を提出すること。 

(6) 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合

は、その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行

わない。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札

を行った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

(7) 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）

は、必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同

企業体である場合を除く。 

(8) 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置す

ること。 

(9) 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市

建設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、最低制限価格取扱

要綱、さいたま市電子入札運用基準及びさいたま市競争入札参加資格業者実態調査実施要領（平

成２４年さいたま市制定）の定めるところによる。 
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別表

対象工事 ア 自転車通行環境整備工事（市道Ｍ３０１号線外６路線） 

イ 自転車通行環境整備工事（一般国道４６３号外１路線） 

ウ 自転車通行環境整備工事（市道Ｆ４２８号線外３路線） 

概要 ・対象工事アの落札候補者が行った対象工事イ及びウの入札は無効とする。 

・対象工事イの落札候補者が行った対象工事ウの入札は無効とする。 

契約整理番号 ０２－４４５６－１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 自転車通行環境整備工事（市道Ｍ３０１号線外６路線）

工事場所 さいたま市緑区東浦和７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 延長 3.88km 区画線工 溶融式区画線 実線・白（15cm）470m 実線・黄（

15cm）12m 破線・白（15cm）150m 区画線消去 削取り式 1786m 薄層カラー

舗装工 薄層カラー舗装 矢羽根 841 箇所 樹脂系すべり止め舗装 1170 ㎡ 道

路付属物工 路面表示シート設置一式 附帯工 蓋交換工一式 

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４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年４月２１日（火）午後１時３０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４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施する。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

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

契約整理番号 ０２－４４５６－２

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 自転車通行環境整備工事（一般国道４６３号外１路線）
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工事場所 さいたま市緑区原山３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 延長 3.96km 区画線工 溶融式区画線 破線・白（15cm）2830m 区画線消去 

削取り式 57m 薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装 726 ㎡ アスファルト

舗装工 99 ㎡ 道路付属物工 路面表示シート設置 378 枚 車止め再設置 13 本 

地先境界ブロック再設置 331m 構造物撤去工 車止め撤去 13 本 地先境界ブロ

ック撤去（再利用）331m 

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４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年４月２１日（火）午後１時４０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４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

アの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する

場合がある。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０６

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

契約整理番号 ０２－４４５６－３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 自転車通行環境整備工事（市道Ｆ４２８号線外３路線）

工事場所 さいたま市南区南本町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 延長 2.20km 区画線工 溶融式区画線 実線・白（15cm）2860m 破線・白（

30cm）55m ゼブラ・白（45cm）170m 矢印・文字・記号（15cm 換算）93m 実

線・黄（15cm）30m 区画線消去 削取り式 3504m 薄層カラー舗装工 薄層カ

ラー舗装 矢羽根 430 箇所 樹脂系すべり止め舗装 280 ㎡ 道路付属物工 路面

表示シート設置一式 

予定価格（税込） 事後公表
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最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年４月１４日（火）午前９時から

令和２年４月１６日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月１７日（金）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室

令和２年４月２１日（火）午後１時５０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４月３日（金）から

質問受付期間 令和２年４月 ３日（金）午前９時から

令和２年４月１３日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月１６日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日ステップアップ試行工事」の対象案件であ

る。

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。

・本工事に係る入札は、一抜け方式により実施するため、別表に掲げる対象工事

ア又はイの落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中

止する場合がある。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－８４０－６２０６

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５９７号

さいたま市『ふるさと応援』寄附事務代行業務について、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４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『ふるさと応援』寄附事務代行業務 

 履行場所 

受託者作業場所 外 

 業務概要 

さいたま市『ふるさと応援』寄附に関する事務の代行（詳細は業務委託仕様書による。） 

 履行期間 

契約締結の日から令和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「その他」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

 過去２年の間に地方公共団体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。 

 交付方法 

 さいたま市ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p071393.html

 交付期間 

令和２年４月３日（金）から令和２年４月２１日（火）まで 

４ 入札参加資格の有無の確認 
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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 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 交付方法

    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

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局財政部財政課

イ 受付期間

令和２年４月６日（月）から令和２年４月２１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）

ウ 提出部数

 １部

エ 提出方法

       持参又は郵送 

※郵送による場合、提出は受付期間中に必着とする。 

 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

競争入札参加資格確認審査終了後、郵送にて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。

５ 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。

 入札見積内訳書の作成

詳細は入札説明書による。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月２８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１階第１会議室
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 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１

３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月２８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 さいたま市財政局財政部財政課

電話 ０４８（８２９）１１５５

６ 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

７ その他

 この調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 契約条項等は、さいたま市財政局財政部財政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５９８号 

さいたま医療ものづくり都市構想推進業務について、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４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

さいたま医療ものづくり都市構想推進業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 外

 業務概要

仕様書の通り

 履行期間

契約日から令和３年３月２６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「計画策定」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務業者入札参加停止要

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

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

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書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

さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課

担当 新産業育成係 電話 ０４８（８２９）１３７１

 交付期間

令和２年４月３日（金）から令和２年４月１０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。ただし、交付最終日は午前９時から
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正午までとする。）

 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等の提出

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は、入札参加申込み及び入札参加資格

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。

 提出書類

入札説明書に定める書類

 受付期間

令和２年４月３日（金）から令和２年４月１０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

ア 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により受付期間必着とす

る。）

イ 送付先

〒３３０－９５８８ 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産業展開推進課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し確認審査終了後、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。

交付日時

令和２年４月１４日（火）午後２時から午後４時まで

 交付場所

３ に同じ

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において、本市で封入封緘以外の作業が発生しないよ

う整えた返信用封筒を添付し、郵送希望を申し出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとす

る。

 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。入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。なお、落札決定
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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４月２０日（月）午前１１時００分

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室

 開札の日時及び場所

ア 日時 

令和２年４月２０日（月）入札終了後、直ちに行う

イ 場所 

７ イに同じ

 入札保証金

ア 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、本入札において入札保証金の

免除を希望する者は、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条の規

定に該当する資料（完了検査結果通知等の写し等）と入札保証金免除申請書を提出すること。

イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を５の通知と合わせて申請者に通知

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が同値の場合

は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。この場合において、当該入札参加者等は、くじ

を引くことを辞退することができない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は、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産業展開推進課

電話 ０４８（８２９）１３７１

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。
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 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

９ その他

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部産業展開推進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。

-115-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第５９９号 

「さいたま医工連携アドバイザリーボード」運用等業務について、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

定に基づき告示する。

令和２年４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

「さいたま医工連携アドバイザリーボード」運用等業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 外

 業務概要

仕様書の通り

 履行期間

契約日から令和３年３月２６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「計画策定」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務業者入札参加停止要

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

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

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書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 

さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課

担当 新産業育成係 電話 ０４８（８２９）１３７１

 交付期間

令和２年４月３日（金）から令和２年４月１０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。ただし、交付最終日は午前９時から
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正午までとする。）

 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等の提出

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は、入札参加申込み及び入札参加資格

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。

 提出書類

入札説明書に定める書類

 受付期間

令和２年４月３日（金）から令和２年４月１０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

ア 持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により受付期間必着とす

る。）

イ 送付先

〒３３０－９５８８ 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産業展開推進課

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し確認審査終了後、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。

 交付日時

令和２年４月１５日（火）午後２時から午後４時まで

 交付場所

３ に同じ

 その他

郵送希望者については、４の書類提出時において、本市で封入封緘以外の作業が発生しないよ

う整えた返信用封筒を添付し、郵送希望を申し出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとす

る。

 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。入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。なお、落札決定
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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４月２０日（月）午前１１時１５分

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所本庁舎地下１階第１会議室

 開札の日時及び場所

ア 日時 

令和２年４月２０日（月）入札終了後、直ちに行う

イ 場所 

７ イに同じ

 入札保証金

ア 見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、本入札において入札保証金の

免除を希望する者は、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条の規

定に該当する資料（完了検査結果通知等の写し等）と入札保証金免除申請書を提出すること。

イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を５の通知と合わせて申請者に通知

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が同値の場合

は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。この場合において、当該入札参加者等は、くじ

を引くことを辞退することができない。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は、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産業展開推進課

電話 ０４８（８２９）１３７１

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。
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 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

９ その他

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部産業展開推進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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さいたま市告示第６００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４月７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４月３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

４月

２日
猫 大宮区三橋 雑種 オス キジ白 3~6 歳 無

負傷動物

右耳 V カット有

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６０１号 

さいたま市老人クラブ連合会育成指導業務について、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４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 

さいたま市老人クラブ連合会育成指導業務 

 履行場所 

さいたま市内外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月２４日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

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

）に業務「その他イベント・催事」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５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は人口３０万人以上の地方公共団体と、任意団

体等又はイベント等の運営に係る業務の契約実績があり、かつ、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 

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階セカンドライフ支援センター 

さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 

   担当 金子 電話 ０４８（８８１）８６２７ 

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

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

ら午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

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

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

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年４月１７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時は、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４月２２日（水）午前９時２０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 
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 入札保証金 

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年４月２２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 

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階セカンドライフ支援センター 

さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 

電話 ０４８（８８１）８６２７ ＦＡＸ ０４８（８８１）８６３７ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

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

に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

   否 

８ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等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高齢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６０２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４月６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、令和２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６０３号 

さいたま市法人市民税・諸税申告事務補助業務（令和２年度分）について、次のとおり一般競争入

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

条の６の規定により公告する。

令和２年４月６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市法人市民税・諸税申告事務補助業務（令和２年度分）

 履行場所

さいたま市大宮区吉敷町一丁目１２４番地１ 大宮区役所５階 法人課税課

 業務概要

仕様書のとおり

 履行期間

令和２年５月１１日（月）から 令和３年４月２７日（火）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、一般財団法人日本情報経済社会推進協会から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。

 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。 

 本入札の告示日が属する年度の前年度及び前々年度の２年間において、派遣労働者２名以上を

１０カ月以上の期間、主としてパソコン等を用いた事務に従事させる労働者派遣契約を、国(独

立行政法人を含む。)又は地方公共団体と２回以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し

た実績を有する者であること。 
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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に対し、入札説明書、仕様書、比較対象労働者の待遇等に関する情報

提供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 さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 管理・企画係 電話 ０４８（８２９）１９１３ 

 交付期間

告示の日から令和２年４月１７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条に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

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

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

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

 受付期間

３ に同じ

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付方法

全て郵送とする。

 交付日時

令和２年４月２２日（水）までに交付する。

６ 入札手続等

 入札方法

単価で行う。入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない１人１時間当たりの金額を記載す

ること。なお、落札決定に当たっては、入札書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た金額）とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、単価
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（月額）（税抜）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４月２４日（金）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館５階 小ホール

 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定業務数量を乗じた額の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４月２４日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 最低制限価格

  設定しない。

 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。

 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６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課

電話 ０４８（８２９）１１６０ 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 さいたま市財政局税務部市民税課

電話 ０４８（８２９）１９１３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

 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
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はできない。

 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税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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さいたま市告示第６０４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４月６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 

名称 大宮駅西口第四地区地区計画 

 位置 さいたま市大宮区桜木町１丁目及び錦町の各一部 

区域 約９．２ｈａ  

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 

３ 縦覧期間 

  令和２年４月６日（月）から令和２年４月２０日（月）まで 

ただし、土・日曜日は除く。 

４ 意見書提出期間 

  令和２年４月６日（月）から令和２年４月２０日（月）まで 

ただし、土・日曜日は除く。 

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６０５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４月６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岩槻字西原三 ５２１７番３ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

（省略）  

３ 許可番号 

 令 和 元 年 ８ 月 ２ １ 日 

第開‐Ｎ２０１９０５９号

４ 検査済証番号 

 令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 日 

第完‐Ｎ２０１９０５９号
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さいたま市告示第６０６号 

さいたま市立病院中期経営計画進行管理支援業務について、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４月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院中期経営計画進行管理支援業務 

 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 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年４月３０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「計画策定」並びに受注希望業務「総合計画」又は「その他の計画策定」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 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

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

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

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

 平成２７年４月１日以降、一般病床５００床以上の公的医療機関において、中期経営計画の策

定又は改訂並びに実行支援業務の履行実績を３件以上有している者であること。 

 公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が認定する医業経営コンサルタントの有資格者

であり、その実務経験を５年以上有している者を２名以上配置できる者であること。 

３ 入札説明書及び仕様書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 
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 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病院財務課 

担当 財務企画係 電話 ０４８（８７３）４２６５ 

 交付期間 

告示の日から令和２年４月１４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 

 交付部数 

   １部 

４ 入札参加資格の有無の確認 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たしているものは、競争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配布 

ア 配布場所 

３ に同じ

イ 配布期間 

３ に同じ

 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

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 

 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

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 に同じ

イ 交付日時 

令和２年４月１７日（金）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 
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ウ その他 

競争入札参加資格確認結果通知書の交付を郵送により希望する者は、４ の書類提出時に８

４円切手を貼付した返信用封筒を併せて提出すること。 

５ 入札手続等 

 入札書に記載する金額等 

落札又は契約の相手方の決定に当たっては、入札書等に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書等に記載すること。 

 入札参加資格者の確認 

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。 

 提出書類 

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

をすること。 

 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。ただ 

し、辞退する場合には、入札日時までにその旨を必ず届け出ること。 

 独占禁止法関係法令の遵守 

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

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 その他 

ア 入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

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

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

６ 入札の日時及び場所 

 日時 

令和２年４月２７日（月）午前１０時００分 

 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 

７ 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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８ 開札の日時及び場所 

 日時 

令和２年４月２７日（月）入札終了後、直ちに行う。 

 場所 

６ に同じ

９ 落札者の決定方法等 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成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。 

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

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

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

再度入札は、１回とする。 

１０ 入札の無効 

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

反した入札は、無効とする。 

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

効とする。 

 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札は、無効とする。 

 虚偽の一般競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者がした入札は、無効とする。 

１１ 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病院財務課 

   担当 財務企画係 電話 ０４８（８７３）４２６５ 

１２ 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 

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。 

 詳細は入札説明書による。 
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さいたま市告示第６０７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４月６日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 さいたま市大宮区三橋二丁目４７７番地

 氏名 株式会社山一建設 代表取締役 沼尾 均

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市大宮区三橋二丁目４９５番５

 指定の年月日 令和２年４月６日

 指定の番号 第北２０－００１号

 道路の幅員 ４．５０ｍ

 道路の延長 ２０．４４ｍ
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さいたま市告示第６０８号 

さいたま市国民健康保険被保険者証等封入封緘業務について、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４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 

さいたま市国民健康保険被保険者証等封入封緘業務 

 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２年７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「電算」又は「文書管理」で登載されていること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

 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。 

 国（独立行政法人を含む。）又は人口２０万人以上の地方自治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、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福祉部国民健康保険課 

担当 国保事業係 電話 ０４８（８２９）１２７６ 
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 交付期間 

告示の日から令和２年４月１５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４月１６日（木）午前９時から午後４時まで

６ 入札手続等

 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月１７日（金） 午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

 入札保証金

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。
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 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年４月１７日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６ イに同じ

 落札者の決定方法

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

電話 ０４８（８２９）１２７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８ 

７ 契約手続等

 契約保証金

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

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。

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

はできない。

 この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
 詳細は、入札説明書による。
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さいたま市告示第６０９号

介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定及び原発特例法に基づき、次のとおり双葉町の第１

号事業者の指定をしたため告示する。

令和２年４月７日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 指定した施設・事業所

（１） ホームヘルプサービス ソラスト七里

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東門前 351 番地 4 
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス

ウ 申請者   株式会社ソラスト

エ 申請者住所 東京都港区港南 1 丁目 7 番 18 号

オ 代表者   代表取締役 藤河 芳一

カ 指定番号    1176508966 
キ 指定年月日 令和元年９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６１０号 

さいたま市立病院シリンジポンプ（ＴＣＩ・ＰＣＡ）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４月８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立病院シリンジポンプ（ＴＣＩ・ＰＣＡ）賃貸借 

 借入場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０番地 さいたま市立病院 

 数量・特質等 

  仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年５月１日から令和８年４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。 

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

入等）（以下「名簿」という。）に営業種目「医療機器レンタル等」で登載されている者であ

ること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

を受けている期間がない者であること。 

  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貸与業の許可を受けている

者であること。 

  平成３０年４月１日以降に、当該機器と同等の機器の賃貸借の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。

 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病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 
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 交付期間 

告示の日から令和２年４月１４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４月１７日（金）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 

単価（月額）で行う。入札金額は、機器１式を１ヶ月間賃貸借する金額を記入すること。なお、

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

 入札の日時及び場所 
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ア 日時 

令和２年４月２１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３ 

 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、免除す

る。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年４月２１日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 落札者の決定方法 

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 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病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

８ 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 

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。 

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

  詳細は、入札説明書によるものとする。
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さいたま市告示第６１１号

さいたま都市計画事業 沼下特定土地区画整理事業の事業計画変更（第６回変更）について、土地

区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第４項の規定による変更に係る施行地区及び設計

の概要を表示する図書の送付を受けたため、同法第３９条第２項で準用する同法第２１条第６項の規

定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１条の２の

規定により下記の事項を公告する。

令和２年４月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 土地区画整理事業

 さいたま都市計画事業 沼下特定土地区画整理事業 

２ 縦覧場所

さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号

組合区画整理事業推進事務所内

さいたま市都市局まちづくり推進部区画整理支援課

３ 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日及び１２月２９日から１月３日を除く）
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さいたま市告示第６１２号

さいたま都市計画事業台・一ノ久保特定土地区画整理事業の事業計画変更（第８回変更）につい

て、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第４項の規定による変更に係る施行地区

及び設計の概要を表示する図書の送付を受けたため、同法第３９条第２項で準用する同法第２１条第

６項の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１

条の２の規定により下記の事項を公告する。

令和２年４月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 土地区画整理事業

 さいたま都市計画事業台・一ノ久保特定土地区画整理事業 

２ 縦覧場所

さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号

組合区画整理事業推進事務所内

さいたま市都市局まちづくり推進部区画整理支援課

３ 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日及び１２月２９日から１月３日を除く）
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さいたま市告示第６１３号

さいたま都市計画事業土呂農住特定土地区画整理事業の事業計画変更（第１１回変更）について、

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第４項の規定による変更に係る施行地区及び

設計の概要を表示する図書の送付を受けたため、同法第３９条第２項で準用する同法第２１条第６項

の規定により公衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第１条の

２の規定により下記の事項を公告する。

令和２年４月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 土地区画整理事業

 さいたま都市計画事業土呂農住特定土地区画整理事業 

２ 縦覧場所

さいたま市中央区下落合２丁目１８番６号

組合区画整理事業推進事務所内

さいたま市都市局まちづくり推進部区画整理支援課

３ 縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日及び１２月２９日から１月３日を除く）
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さいたま市告示第６１４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４月８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４月８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 

-146-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６１５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４月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 申請者

 住所 さいたま市北区東大成町二丁目１０５番１

 氏名 株式会社リプロ 代表取締役 江戸 修一

２ 位置指定道路の概要

 道路の位置 さいたま市北区土呂町二丁目２番３２

 指定の年月日 令和２年４月７日

 指定の番号 第北２０－００２号

 道路の幅員 ４．００ｍ

 道路の延長 １３．４０ｍ
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さいたま市告示第６１６号

令和２年３月９日付けさいたま市告示３９５号で告示した事項について次の通り訂正する。

令和２年４月８日

さいたま市長 清 水 勇 人

新 旧

 削除 

６ 業者決定の方法  

業者の決定に当たっては、さいたま市ＣＳ

Ｒ施策推進支援業務受託事業者選定委員会に

おいて企画提案書及び関連書類を基に審査を

行い決定する。 

なお、審査方法等詳細については、実施要

項 

を参照すること。 

７ 書類審査の不参加 

 [略]

８ その他  

[略] 

９ 連絡先  

  [略]

６ プレゼンテーション 

企画提案書を補完するため、プレゼンテー

ションを実施する。企画提案書を提出した者

は、必ず参加すること。 

 実施日時・場所 

実施要項のとおり 

 実施方法

  ア 参加人数 

   ３人以内とする。

  イ 説明時間

   ２０分以内とする。終了後、別途、質疑

応答の時間を１０分設ける。

  ウ 説明方法

(ｱ) 提出した企画提案書を基にプレゼン

テーションを行うこと。なお、企画

提案書に記載のない新たな提案は認

められない。

(ｲ) パソコン等を使用してのプレゼンテ

ーションは不可とする。

７ 業者決定の方法  

業者の決定に当たっては、さいたま市ＣＳ

Ｒ施策推進支援業務受託事業者選定委員会に

おいて企画提案書及び関連書類、事業者によ

るプレゼンテーションを基に審査を行い決定

する。 

なお、審査方法等詳細については、実施要

項 

を参照すること。 

８ 書類審査の不参加 

 [略]

９ その他  

[略] 

10 連絡先  

  [略]
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さいたま市告示第６１７号

さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務（令和３年度当初課税分）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４月９日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務（令和３年度当初課税分） 

 履行場所 

さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 大宮区役所５階 個人課税課 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年６月１日から令和３年５月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（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許可を受けている者であること。 

 本入札の告示日が属する年度の前年度及び前々年度において、派遣労働者２名以上を１０か月

以上の期間、主としてパソコン等を用いた事務に従事させる労働者派遣契約を、国（独立行政法

人を含む。）又は地方公共団体と２回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績を有

する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

-149-



さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

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。 

 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 管理・企画係 電話 ０４８（８２９）１９１３ 

 交付期間 

告示の日から令和２年４月２４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） 

 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

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

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

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付方法 

全て郵送とする。 

 交付日 

令和２年５月７日（木）までに交付する。 

６ 入札手続等 

 入札方法 

単価で行う。入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない１人１時間当たりの金額を記載す

ること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。

 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月１５日（金）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第２会議室 
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 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定業務数量を乗じた額の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５月１５日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６ イに同じ

 落札者の決定方法 

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

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 

電話 ０４８（８２９）１１６０ 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 さいたま市財政局税務部市民税課 

電話 ０４８（８２９）１９１３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 契約書作成の要否 

要 

 議決の要否 

否 

８ その他 

 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

 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、さいたま市財政局税務部市民税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６１８号 

さいたま市納税催告センター呼びかけ等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

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

公告する。

令和２年４月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

さいたま市納税催告センター呼びかけ等業務

 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課さいたま市納税催告セ

ンター

 業務概要

さいたま市納税催告センター呼びかけ等業務契約仕様書（以下「仕様書」という。）に従い、

納付の呼びかけ業務等を行う。

 履行期間

令和２年６月１日から令和３年５月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

 本告示日において、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」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。 

 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者であること。

 平成２７年度以降、債権の回収に係る電話催告又は納付呼びかけ業務について、国又は人口３

０万人以上の地方公共団体との契約実績があり、契約書の写し及び業務完了検査済証の写しを提

出できる者であること。

３ 仕様書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、仕様書を交付するものとする。
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なお、交付期間中に交付場所において仕様書を閲覧に供するものとする。

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課 

担当 小花 電話 ０４８（８２９）１１６７ 

 交付期間

本入札の告示日から令和２年４月２２日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

４ 質問の受付及び回答

本契約の業務等に質問のある場合は、次のとおり受け付けるものとする。

 受付方法

電子メール

 受付先

   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４月１７日（金）午前９時まで

 回答方法

令和２年４月２１日（火）までに電子メールにて随時回答するものとする。

５ 競争入札参加申込及び参加資格確認

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。

 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) 本告示の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 提出期間

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

確認審査終了後、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
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とする。

ア 交付場所

３ に同じ

イ 交付日時

令和２年４月２４日（金）午前９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円切手を貼付し、申し

出た場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、令和２年４月２８日（火）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。

８ 入札手続等

 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。
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イ 一度入札した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

９ 入札の日時及び場所

 日時

令和２年４月３０日（木）午後２時００分

 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

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４月３０日（木）入札終了後、直ちに行う。

 場所

９ 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。

なお、落札とすべき同額の入札をした者が複数あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを

引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを引くことを辞退できない。

１４ 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。 

１５ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

１６ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部収納対策課

電話 ０４８（８２９）１１６７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６２

１７ 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。

１８ 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、適法な請求に基づく請求書を受理した

日から３０日以内に当該代金を支払う。原則として毎月払いとするが、詳細については、委託者

と協議して決定する。

１９ 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。
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 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。

 仕様書は、開札後、さいたま市財政局税務部収納対策課へ返却すること。

 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。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第６１９号

令和２年４月２日付けさいたま市告示第５９４号について、新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、次のように変更する。

令和２年４月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

変更後 変更前

４ 競争入札参加資格の有無の確認

 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提

  出

４ 競争入札参加資格の有無の確認

 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提

  出

  エ 提出方法

    持参又は郵送

  エ 提出方法

    持参
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さいたま市告示第６２０号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により令和２年４月２

日さいたま市告示第５９１号において公告した一般競争入札について、次のとおり入札を中止したの

で、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第１４条第２項の規定により公示す

る。

令和２年４月９日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 中止とした一般競争入札 

（1） 件名   令和２年度さいたま市重複・頻回受診者等保健指導業務 

（2） 履行場所 さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

２ 中止とした理由 

  新型コロナウイルスの感染拡大に備えるため、令和２年４月８日午前０時から５月６日まで埼玉

県に緊急事態宣言が発令されたことを受け、国民健康保険被保険者への訪問指導を伴う当該業務の

実施を見送るため。 
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さいたま市告示第６２１号 

さいたま市市議会だより企画編集業務について、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４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 

さいたま市市議会だより企画編集業務 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

さいたま市議会が年度４回発行する広報紙「市議会だよりさいたま」の企画編集に係る業務 

 履行期間 

令和２年５月１８日から令和３年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

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

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

イン」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

 国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体の広報紙を企画編集する旨の契約を締結し、納

入した実績を有する、又は、告示日現在において納入中である者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

 交付方法 

さいたま市議会ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html

 交付期間 

本入札の告示日から令和２年４月２４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４月２７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１

３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書課 

担当 広報係 電話 ０４８（８２９）１７４８ 

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

４ に同じ

 交付日時 

令和２年４月３０日（木）午前９時から午後４時まで 

 その他 

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

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 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５月７日（木）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５月１１日（月）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５月１１日（月）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。 

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 
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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 

 議決の要否 

否 

１４ 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６２２号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき、特定有害物質によっ

て汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域を次のと

おり指定する。

令和２年４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 形質変更時要届出区域として指定する区域

さいたま市大宮区桜木町二丁目２２７番１の一部外（５６４．６㎡）

詳細は、別紙形質変更時要届出区域図のとおり。（別紙省略）

２ 指定番号

  形－２１号

３ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項及び第２項の基準に適

合していない特定有害物質の種類

  鉛及びその化合物

  ふっ素及びその化合物

４ 連絡先

  担当 さいたま市役所環境局環境共生部環境対策課水質土壌係

  電話 ０４８（８２９）１３３１
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さいたま市告示第６２３号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により令和２年４月１

日さいたま市告示第５８５号において公告した一般競争入札について、次のとおり変更する。

令和２年４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 変更する一般競争入札

 件名 さいたま市マイナポイント事業関連支援業務

２ 変更する箇所

 ６ 入札手続等に以下の項目を追記

 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年４月２８日（火）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出するこ

と。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市

経営戦略部分権・広域行政担当

 上記に伴う訂正 

  変更前の６ から までは、変更後の 追記に伴い項番を繰り下げる。
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さいたま市告示第６２４号 

さいたま市マイナポイント事業周知チラシ配布業務について、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４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

さいたま市マイナポイント事業周知チラシ配布業務

 履行場所

さいたま市全域

 業務概要

マイナポイント事業周知チラシ（Ａ４判）の配布（市報さいたま６月号と同時配布）

 履行期間

令和２年５月２０日から令和２年６月１９日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

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

）（以下「名簿」という。）に業務「運送・運行」の受注希望業務「市報等配送・配布」で登載

され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。 

 配布員によって、行政機関が発行する印刷物を特定の行政区域全域に全戸配布（１回あたり、

３０万世帯以上）した実績（元請に限る。）を有する者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

担当 ＩＣＴ政策担当 電話 ０４８（８２９）１０４７ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード（入札説明書のみ） 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/index.html
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 交付期間

告示の日から令和２年５月１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

告示の日から令和２年５月７日（木）まで（持参の場合は、休日を除く午前９時から午後４時

まで）

 受付場所

３ アに同じ

 提出方法

持参又は郵送

 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年５月７日（木）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部ＩＣＴ政策担当

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付場所

３ アに同じ

 交付日時

令和２年５月８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

単価で行う。入札金額は、１部当たりの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
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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。

 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

令和２年５月１３日（水）必着。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営

戦略部分権・広域行政担当

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月１４日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館３階第３会議室

 入札保証金

見積もった金額（単価）に予定配布部数を乗じた額の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５月１４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。

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。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

 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）１０４７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８５

７ 契約手続等

 契約保証金

契約金額（単価）に予定配布部数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、
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さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。

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

 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第６２５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４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

楽風STP合同会社 Blooming International
School

さいたま市岩槻区 東岩槻2-4-11　田口ビル1
階

令和2年3月1日 認可外保育施設 －

一般社団法人Happy-
Casket

Nursery Room Happy-
Casket

さいたま市浦和区 常盤3-10-6 令和2年3月1日 認可外保育施設 －

浅井　璃沙 浅井　璃沙 さいたま市浦和区 上木崎2-1-4-203 令和2年2月21日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

仲村　麻里 仲村　麻里 さいたま市西区 大字指扇2407-2　ホワイト
ヒルズ102

令和2年3月1日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

清水　彩 清水　彩 さいたま市西区 西堀6-4-15　ウィン中浦和
Ⅱ201

令和2年3月5日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

倉田　めぐみ 倉田　めぐみ さいたま市桜区 西堀7-8-1-404 令和2年3月1日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

小島　加須実 小島　加須実 さいたま市中央区 鈴谷4-2-8　308 令和2年3月1日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

加藤　渚 加藤　渚 さいたま市南区 別所2-32-24 令和2年3月1日 認可外保育施設（居宅訪
問型）

－

冨澤　陽子 冨澤　陽子 さいたま市岩槻区 並木1-27-5-106 令和2年3月20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 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 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）
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６２６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４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人
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令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 現 在
さ い た ま 市

名称 所在地

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

令和元年9月13日 満たさない

令和2年4月1日 満たす

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 子ども・子育て支援施
設等の種類

確認の年月日 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）※

学校法人　聖学院 聖学院みどり幼稚園 さいたま市西区 内野本郷８２０ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　浦和西学
園

さくら草幼稚園 さいたま市桜区 田島２丁目１１‐１０ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　浦和みひ
かり学園

浦和みひかり幼稚園 さいたま市南区 内谷３丁目７‐２１ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

学校法人　岩槻みど
り学園

岩槻みどり幼稚園 さいたま市岩槻区 加倉１丁目２５‐２ 幼稚園・預かり保育事業
（在園児を対象）

※欄：「預かり保育事業（在園児を対象）」を実施している幼稚園、認定こども園のうち、この欄が「満たさない」の場合は、在籍する

児童が当該預かり保育事業のほかに認可外保育施設を併用した場合、認可外保育施設の利用料についても無償化の対象となります。
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６２７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４月１０日

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４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６２８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４月１０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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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６２９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４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

   仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書

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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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６３０号

さいたま市動物愛護ふれあいセンター植栽管理業務について、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４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

   さいたま市動物愛護ふれあいセンター植栽管理業務

 履行場所

さいたま市桜区大字神田９５０番地１

 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１９日（金）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、次の要件を全て満たしていなければならない。

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

（以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の受注希望業務「その他の建物管理等」で登

載されていること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

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

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

７号）第３２条第１項各号に揚げる者

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。

 平成２９年度以降に国又は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。

 さいたま市内に本社、本店等主たる事業所を有する、又は、さいたま市内に本市との取引に係

る権限が委任されている支店又は営業所を有すること。

３ 入札説明書の交付

  本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するとともに仕様書を貸与する。

 交付場所

   さいたま市桜区大字神田９５０－１ さいたま市保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

   電話 ０４８－８４０－４１５０
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

 交付期間

   本告示日から令和２年４月２４日（金）まで（日曜日、月曜日を除く午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時まで）

 交付費用

 無償

４ 競争入札参加申込兼参加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５月１日（金）午前９時から正午まで及び午後１から午後４時まで

６ 入札手続等

 入札方法

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

  ア 日時

    令和２年５月１５日（金）午前９時２０分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 地下１階 第１会議室

 入札保証金

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

 開札の日時及び場所

 ア 日時

   令和２年５月１５日（金）入札終了後、直ちに行う。

  イ 場所

    ６ に同じ

 落札者の決定方法

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

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

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

 入札事務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部健康増進課

   電話 ０４８－８２９－１２９３

 業務を担当する課

   さいたま市桜区大字神田８４０－１ さいたま市保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

   電話 ０４８－８４０－４１５０

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保健部動物愛護ふれあいセンター及びさいたま市ホーム

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。
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６３１号

さいたま市動物愛護ふれあいセンター特殊機械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４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

   さいたま市動物愛護ふれあいセンター特殊機械設備保守点検業務

 履行場所

さいたま市桜区大字神田９５０番地１

 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１９日（金）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、次の要件を全て満たしていなければならない。

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

（以下「名簿」という。）に業務「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項各号に揚げる者

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。

 平成２９年度以降に国又は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とともに仕様書を貸与する。

 交付場所

   さいたま市桜区大字神田９５０－１ さいたま市保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

   電話 ０４８－８４０－４１５０

 交付期間

   本告示日から令和２年４月２４日（金）まで（日曜日、月曜日を除く午前９時から正午まで及

び午後１時から午後４時まで）
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

 交付費用

 無償

４ 競争入札参加申込兼参加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５月１日（金）午前９時から正午まで及び午後１から午後４時まで

６ 入札手続等

 入札方法

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

  ア 日時

    令和２年５月１５日（金）午前９時５０分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 地下１階 第１会議室

 入札保証金

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

 ア 日時

   令和２年５月１５日（金）入札終了後、直ちに行う。
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

  イ 場所

    ６ に同じ

 落札者の決定方法

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

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

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

 入札事務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部健康増進課

   電話 ０４８－８２９－１２９３

 業務を担当する課

   さいたま市桜区大字神田８４０－１ さいたま市保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

   電話 ０４８－８４０－４１５０

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保健部動物愛護ふれあいセンター及びさいたま市ホーム

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。
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６３２号

さいたま市動物愛護ふれあいセンター空調及び換気機器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１６

７条の６の規定に基づき公告する。

令和２年４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

   さいたま市動物愛護ふれあいセンター空調及び換気機器保守点検業務

 履行場所

さいたま市桜区大字神田９５０番地１

 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１９日（金）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、次の要件を全て満たしていなければならない。

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

（以下「名簿」という。）に業務「保守点検」の受注希望業務「空調設備保守点検」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項各号に揚げる者

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。

 平成２９年度以降に国又は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とともに仕様書を貸与する。

 交付場所

   さいたま市桜区大字神田９５０－１ さいたま市保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

   電話 ０４８－８４０－４１５０

 交付期間

   本告示日から令和２年４月２４日（金）まで（日曜日、月曜日を除く午前９時から正午まで及
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

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参加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５月１日（金）午前９時から正午まで及び午後１から午後４時まで

６ 入札手続等

 入札方法

   総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

  ア 日時

    令和２年５月１５日（金）午前１０時２０分

  イ 場所

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 地下１階 第１会議室

 入札保証金

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

 開札の日時及び場所

 ア 日時
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

   令和２年５月１５日（金）入札終了後、直ちに行う。

  イ 場所

    ６ に同じ

 落札者の決定方法

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

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

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

 入札事務を担当する課

   さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局保健部健康増進課

   電話 ０４８－８２９－１２９３

 業務を担当する課

   さいたま市桜区大字神田８４０－１ さいたま市保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

   電話 ０４８－８４０－４１５０

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保健部動物愛護ふれあいセンター及びさいたま市ホーム

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。
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６３３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４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４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６３４号 

 さいたま市みどりの条例（平成１３年５月１日条例第２４８号）第６条の規定に基づき、保存緑地

保全区域として次のとおり指定したので告示する。

令和２年４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保存緑地

(１) 指定期間 
令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで

（２）指定番号、所在地、地目、指定地積、区域面積

    別添のとおり

（３）図面

別添のとおり
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名　称　　　　　　第３９２－１号
所在地　　見沼区大字大谷字稲荷１６５番１の一部　
面　積　　　　　　１，７３５㎡
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名　称　　　　　　第６２７－２号
所在地　　見沼区大字大谷字下田１０５９番　
面　積　　　　　　２，１９０㎡
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名　称　　　　　　　　　第８０５号
所在地　　見沼区大字大谷字弁天１４１１番の一部　外２筆　
面　積　　　　　　　　１，１９８㎡
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名　称　　　　　　第４２３号
所在地　　見沼区大和田町２丁目１２５４番
面　積　　　　　　　７８６㎡
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名　称　　　　　　第３６５号
所在地　　見沼区大字片柳字東台４９０番１の一部　
面　積　　　　　　１，３４９㎡
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名　称　　　　　　第３４７－２号
所在地　　見沼区大字大谷片柳字根木輪８２１番　
面　積　　　　　　１，４４７㎡

名　称　　　　　　第３４８－２号
所在地　　見沼区大字大谷片柳字根木輪８２８番１　
面　積　　　　　　１，１００㎡
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名　称　　　　　　第３４９号
所在地　　見沼区大字片柳字根木輪８４３番　外３筆　
面　積　　　　　　３，３５４㎡

名　称　　　　　　　第３５３号
所在地　　見沼区大字片柳字根木輪８５０番の一部　
面　積　　　　　　　６３５㎡
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名　称　　　　　　第３５４号
所在地　　見沼区大字片柳字荒神８７９番　外５筆　
面　積　　　　　　３,６９３㎡


