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名　称　　　　　　　第３５９号
所在地　　見沼区大字片柳字土蔵１２４２番１　外１筆　
面　積　　　　　　　６７０㎡



-197-



-198-

名　称　　　　　　第３９５号
所在地　　見沼区大字蓮沼字五反田８７番４　　
面　積　　　　　　８０７㎡



-199-



-200-



-201-



-202-



-203-



-204-

名　称　　　　　　　第３６９号
所在地　　見沼区大字御蔵字高見８２３番１　
面　積　　　　　　　２,６９４㎡
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-206-



-207-



-208-



-209-
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名　称　　　　　　　第３７７号
所在地　　見沼区大字御蔵字木野下１１９３番　外１筆　
面　積　　　　　　　２,０８４㎡



-211-

名　称　　　　　　　第３３８号
所在地　　見沼区大字南中丸字高井９９番１　
面　積　　　　　　　２,８７６㎡
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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６３５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

-213-



-214-



-215-

名　称　　　　　　　第４５７号
所在地　　西区大字指扇字向１２７８番　
面　積　　　　　　　３,０８０㎡



-216-



-217-

名　称　　　　　　　第４６３－１号
所在地　　西区大字指扇字古茂塚１５４６番　
面　積　　　　　　　　５１５㎡



-218-

名　称　　　　　　　第４５１号
所在地　　西区大字清河寺字中原７７８番１　外２筆　
面　積　　　　　　　１,６６７.０４㎡



-219-

名　称　　　　　　　第４５５号
所在地　　西区大字土屋字下５番２の一部　
面　積　　　　　　　１,５２９㎡



-220-



-221-



-222-

名　称　　　　　　　第４３６号
所在地　　北区日進町２丁目２３８番５　
面　積　　　　　　　２,２７４㎡



-223-

名　称　　　　　　　第４３８号
所在地　　北区日進町２丁目２５９番６の一部　外１筆　
面　積　　　　　　　４,４９３㎡



-224-



-225-

名　称　　　　　三室第二
所在地　　緑区大字三室字大古里５８８番１　
面　積　　　　　５６３㎡
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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６３６号

さいたま市自転車等放置防止条例（平成１３年さいたま市条例第２０５号）第１０条第１項により

自転車を撤去し、同条第４項の規定により保管したので、第１２条第１項の規定により、次のとおり

告示する。

令和２年４月１０日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 保管理由

 さいたま市自転車等放置防止条例

２ 保管開始年月日

 令和２年 ４月 ４日

３ 保管場所及び放置箇所

 新開自転車保管所

  南浦和駅、東浦和駅、西浦和駅、武蔵浦和駅及び北戸田駅周辺の自転車等放置禁止区域

 吉野原自転車保管所

  大宮駅、土呂駅、東大宮駅、北大宮駅、大宮公園駅、大和田駅、七里駅、日進駅、西大宮駅、

指扇駅、宮原駅、鉄道博物館駅、加茂宮駅、東宮原駅、今羽駅、吉野原駅及びさいたま新都心

駅（東口）周辺の自転車等放置禁止区域及び原動機付自転車

 大戸自転車保管所

  浦和駅、北浦和駅、中浦和駅、与野駅、北与野駅、与野本町駅、南与野駅及びさいたま新都

 心駅（西口）周辺の自転車等放置禁止区域

 岩槻自転車保管所

  岩槻駅、東岩槻駅及び浦和美園駅周辺の自転車等放置禁止区域

４ 保管自転車

   別紙のとおり

５ 保管台数

計 ２４３台

６ 連絡先

 担当 さいたま市都市局都市計画部自転車まちづくり推進課車両対策事務所

 電話 ０４８（６５２）８８１２
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/03/23 東浦和駅 埼玉県警17-7024460 JJ16H00752          

2020/03/23 東浦和駅 埼玉県警18-8042611 A17AH43659          

2020/03/23 東浦和駅 埼玉県警18-8155821 GZ7L05648           

2020/03/23 南浦和駅東口 埼玉県警17-7448329 F7D01355            

2020/03/23 南浦和駅東口 埼玉県警08-8580455 K80845807           

2020/03/23 南浦和駅西口 埼玉県警17-7567737 LZ7D02738           

2020/03/23 南浦和駅西口 不明 FC8A03070           

2020/03/23 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4190546 SNJ362339           

2020/03/24 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8211388 S7I 008865           

2020/03/24 武蔵浦和駅 埼玉県警19-190118479 SVSI 00590           

2020/03/24 武蔵浦和駅 埼玉県警19-194860455 A19AH28150          

2020/03/25 東浦和駅 埼玉県警19-194621000 SNTH01358           

2020/03/25 東浦和駅 埼玉県警18-8305811 S7B023476           

2020/03/25 南浦和駅東口 埼玉県警17-7385515 V170703759          

2020/03/25 西浦和駅 埼玉県警19-191656717 F181285511          

2020/03/25 西浦和駅 埼玉県警17-7224615 S7A102109           

2020/03/26 東浦和駅 埼玉県警18-8368786 SSE043335           

2020/03/26 東浦和駅 不明 JJ15B02298          

2020/03/26 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8373170 VF18D00022          

2020/03/26 西浦和駅 埼玉県警15-5390663 A15AB65182          

2020/03/27 東浦和駅 埼玉県警19-193260403 SNB115298           

2020/03/27 東浦和駅 高島平D-77905 STRJY10315          

2020/03/27 南浦和駅西口 不明 H6H51548            

2020/03/27 武蔵浦和駅 埼玉県警11-1633534 G110310935          

2020/03/27 西浦和駅 埼玉県警17-7554151 T17I 1109            

2020/03/30 南浦和駅東口 埼玉県警17-7345386 C5CC4073            

2020/04/06 1/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

新開自転車保管所

2020/03/30 南浦和駅東口 埼玉県警16-6023142 A15AH86032          

2020/03/30 南浦和駅西口 埼玉県警15-5563893 S0F146592           

2020/03/30 南浦和駅西口 埼玉県警14-4471532 B4H57324            

2020/03/30 武蔵浦和駅 埼玉県警14-4392372 B4C61109            

2020/03/30 武蔵浦和駅 不明 T11KF624            

2020/03/31 東浦和駅 埼玉県警15-5537825 V150815276          

2020/03/31 東浦和駅 成城G-83127 TC3L06269           

2020/03/31 武蔵浦和駅 不明 HBA05M000417        

2020/03/31 武蔵浦和駅 埼玉県警14-406618? 3W02964             

2020/04/01 東浦和駅 埼玉県警13-3622868 STMI A03085          

2020/04/01 南浦和駅東口 埼玉県警18-8123611 B7C66791            

2020/04/02 東浦和駅 埼玉県警13-3169301 G32G01196           

2020/04/02 東浦和駅 埼玉県警16-6166686 F150777108          

2020/04/02 東浦和駅 埼玉県警17-7378543 H7G35686            

2020/04/02 東浦和駅 埼玉県警15-5254416 5D80700             

2020/04/02 東浦和駅 埼玉県警19-194895739 F90709609           

2020/04/02 南浦和駅東口 杉並F-80976 F70418359           

2020/04/02 武蔵浦和駅 練馬E-73488 7P11266             

2020/04/02 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8323382 SSD017884           

2020/04/02 武蔵浦和駅 栃木県警30-36789 SPH020202           

2020/04/02 西浦和駅 埼玉県警20-200140788 B8D81241            

2020/04/03 南浦和駅西口 埼玉県警20-201501180 TBCAG472            

2020/04/03 南浦和駅西口 埼玉県警09-9293056 SD08102935          

2020/04/03 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8022509 E41015298           

2020/04/03 武蔵浦和駅 埼玉県警18-8020885 H7J18984            

2020/04/06 2/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/03/23 大宮駅東口 埼玉県警19-191108752 H8J20922            

2020/03/23 大宮駅東口 埼玉県警13-3255360 G33G53786           

2020/03/23 大宮駅西口 埼玉県警07-7242634 K7D03055            

2020/03/23 大宮駅西口 埼玉県警19-192743982 STD049997           

2020/03/23 大宮駅西口 葛西J-63975 A17AF03131          

2020/03/23 大宮駅西口 埼玉県警20-200030770 STJ025564           

2020/03/23 大宮駅西口 埼玉県警12-2250974 UF03508             

2020/03/23 大宮駅西口 埼玉県警15-5572715 SPH038297           

2020/03/23 大宮駅西口 埼玉県警17-7130762 SN6151999           

2020/03/23 東大宮駅東口 不明 A16PL12639          

2020/03/23 指扇駅 埼玉県警18-8462828 SSI 033138           

2020/03/24 大宮駅西口 長野県警AY-9839 XC180503690         

2020/03/24 大宮駅西口 埼玉県警16-6526050 S6G035885           

2020/03/24 大宮駅西口 埼玉県警15-5185919 SOL0631112          

2020/03/24 大和田駅 埼玉県警15-5002058 SOK036557           

2020/03/24 大和田駅 埼玉県警16-6165315 A15AL37728          

2020/03/24 新都心駅東口 埼玉県警18-8442937 V180704396          

2020/03/25 大宮駅東口 埼玉県警19-193268439 V190802582          

2020/03/25 大宮駅東口 埼玉県警13-3294002 B3C62636            

2020/03/25 大宮駅東口 埼玉県警17-7506222 S7E217785           

2020/03/25 大宮駅東口 不明 C82A0253            

2020/03/25 大宮駅西口 不明 GJ961672            

2020/03/25 東大宮駅西口 埼玉県警15-5468119 A14A175791          

2020/03/25 日進駅 埼玉県警20-200088069 A19AK00793          

2020/03/25 七里駅 埼玉県警16-6546160 V160908889          

2020/03/26 大宮駅東口 埼玉県警09-9550073 SJH299930           

2020/04/06 3/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/03/26 大宮駅東口 埼玉県警20-200052323 V181222261          

2020/03/26 大宮駅西口 埼玉県警19-192403294 F19048807099        

2020/03/26 大宮駅西口 埼玉県警19-192391903 A19PB00106          

2020/03/26 大宮駅西口 新宿E-85376 B8A08593            

2020/03/26 大宮駅西口 埼玉県警16-6007120 V151006478          

2020/03/26 宮原駅西口 埼玉県警15-5344426 SD14034583          

2020/03/26 土呂駅西口 埼玉県警18-8164121 SN7L05536           

2020/03/26 指扇駅 不明 FBH12010109         

2020/03/26 指扇駅 埼玉県警19-19?894895 STG316601           

2020/03/27 大宮駅東口 埼玉県警15-5130850 不明 

2020/03/27 大宮駅西口 深川G-54097 TA13060229          

2020/03/27 宮原駅東口 不明 STPI J08799          

2020/03/27 東大宮駅東口 埼玉県警14-4376514 B3D75463            

2020/03/27 七里駅 埼玉県警17-7142567 WBD316L06590        

2020/03/27 吉野原駅 埼玉県警16-6500101 T36AF101            

2020/03/30 大宮駅東口 埼玉県警17-7361274 FN7D05495           

2020/03/30 大宮駅東口 埼玉県警17-7462461 GC7F02517           

2020/03/30 大宮駅西口 埼玉県警16-6003895 SPE064126           

2020/03/30 大宮駅西口 埼玉県警14-4314008 SNJ300012           

2020/03/30 大宮駅西口 不明 S8A06393            

2020/03/30 宮原駅西口 埼玉県警17-7380963 S8C18406            

2020/03/31 宮原駅東口 埼玉県警05-5484077 C95F4957            

2020/03/31 七里駅 福岡県警51-う0253 SLJ048006           

2020/03/31 七里駅 埼玉県警16-6261513 B1E17666            

2020/03/31 七里駅 埼玉県警09-9380690 B9B03695            

2020/04/02 大宮駅西口 埼玉県警11-1235227 B1D10007            

2020/04/06 4/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

吉野原自転車保管所

2020/04/02 大宮駅西口 埼玉県警17-7141908 GF6M04094           

2020/04/02 東大宮駅西口 埼玉県警09-9255840 S9C35568            

2020/04/03 大宮駅東口 埼玉県警19-194026684 STE050292           

2020/04/03 大和田駅 埼玉県警15-5343785 TC4J01371           

2020/04/03 大和田駅 埼玉県警19-191301935 GZ8L04871           

2020/04/06 5/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/03/23 浦和駅東口 埼玉県警16-6356862 GF6A61537           

2020/03/23 浦和駅西口 千葉県警ｳ-266868 FC8M00776           

2020/03/23 浦和駅西口 埼玉県警00-01330?7 9X24656             

2020/03/23 北浦和駅東口 埼玉県警17-7522413 S7I 104748           

2020/03/23 北浦和駅東口 埼玉県警15-5587244 A13AE60196          

2020/03/23 北浦和駅西口 埼玉県警13-3373688 S3D17664            

2020/03/23 北浦和駅西口 不明 STMHA06955          

2020/03/23 与野駅東口 埼玉県警13-3040755 VF12L02430          

2020/03/23 与野駅西口 埼玉県警04-4436958 BK023423            

2020/03/23 与野本町駅 埼玉県警17-7381487 A17AH53550          

2020/03/24 浦和駅東口 不明 S7L010298           

2020/03/24 浦和駅西口 埼玉県警15-5244784 F50321262           

2020/03/24 浦和駅西口 埼玉県警13-3070883 S3I 06477            

2020/03/24 北浦和駅西口 埼玉県警16-6407083 S3602278            

2020/03/24 与野駅東口 米子X-62073 CS61103888          

2020/03/24 新都心駅西口 池袋G-10714 TBI 2751             

2020/03/25 浦和駅西口 池袋16868 不明                

2020/03/25 浦和駅西口 埼玉県警16-6270239 T36KG332            

2020/03/25 北浦和駅東口 埼玉県警19-191813227 B9A79220            

2020/03/25 北浦和駅東口 埼玉県警19-190303624 不明 

2020/03/25 北浦和駅東口 埼玉県警17-7531329 A17AG05967          

2020/03/25 北浦和駅東口 埼玉県警17-7414271 C6BG0493            

2020/03/25 北浦和駅東口 埼玉県警16-6124855 A16HA01714          

2020/03/25 北浦和駅西口 埼玉県警19-192438047 STC024941           

2020/03/25 北浦和駅西口 曽根310264 40911770            

2020/03/25 北浦和駅西口 戸塚B-23816 S2C03481            

2020/04/06 6/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/03/25 北浦和駅西口 不明 SSJ331285           

2020/03/25 北浦和駅西口 埼玉県警17-728870? A17AB41913          

2020/03/25 与野駅東口 埼玉県警13-3524320 SNH027977           

2020/03/25 与野駅東口 埼玉県警19-194867166 A19AE19551          

2020/03/25 与野駅東口 埼玉県警20-201959110 F191087967          

2020/03/25 与野駅東口 埼玉県警19-191696239 SSK346107           

2020/03/25 与野駅東口 埼玉県警18-8269360 SSC075593           

2020/03/25 与野駅西口 調布I -48510 STQI A19103          

2020/03/25 新都心駅西口 埼玉県警08-8406704 F080102879          

2020/03/25 新都心駅西口 埼玉県警16-6217127 H6F61367            

2020/03/26 浦和駅東口 埼玉県警16-6470061 ST0LA23746          

2020/03/26 浦和駅西口 埼玉県警18-8269295 T17H02983           

2020/03/27 浦和駅東口 埼玉県警15-5075216 JH5B01224           

2020/03/27 浦和駅西口 埼玉県警18-8544501 V180781264          

2020/03/27 浦和駅西口 埼玉県警19-192195497 V190122987          

2020/03/27 浦和駅西口 埼玉県警12-2295335 FJA2A01537          

2020/03/27 与野駅東口 埼玉県警17-7154669 B6E46257            

2020/03/27 与野駅西口 赤羽F-35339 A13PK31838          

2020/03/27 新都心駅西口 埼玉県警12-2261731 G21G55308           

2020/03/27 北与野駅 不明 STMKD11931          

2020/03/27 与野本町駅 埼玉県警13-3602977 STMHA14757          

2020/03/27 与野本町駅 不明 B5A88352            

2020/03/30 浦和駅西口 埼玉県警18-8442394 SSI 300666           

2020/03/30 浦和駅西口 埼玉県警18-8414069 V180109983          

2020/03/30 北浦和駅西口 埼玉県警18-8130838 S4H04141            

2020/03/30 与野駅西口 埼玉県警17-7141766 STPJF04723          

2020/04/06 7/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/03/30 北与野駅 埼玉県警13-3501317 A13AJ28067          

2020/03/31 浦和駅西口 埼玉県警16-6450309 A16AE15498          

2020/03/31 浦和駅西口 埼玉県警18-8250527 A17AL42905          

2020/03/31 北浦和駅東口 埼玉県警18-8015650 SV7I 03539           

2020/03/31 新都心駅西口 埼玉県警17-7500529 A17AG05536          

2020/03/31 北与野駅 埼玉県警14-4186462 SNL039985           

2020/04/01 浦和駅東口 埼玉県警17-7337574 V161113415          

2020/04/01 浦和駅東口 埼玉県警18-8012834 WK17050166          

2020/04/01 北浦和駅西口 練馬G-65260 GA6D90342           

2020/04/01 北浦和駅西口 埼玉県警15-5338730 B5E71349            

2020/04/01 与野駅東口 不明 G110410610          

2020/04/01 与野駅東口 埼玉県警19-193847609 C3EC00882           

2020/04/01 与野駅西口 埼玉県警19-192430925 SVTA12856           

2020/04/01 与野本町駅 不明 C73B1742            

2020/04/01 南与野駅 不明 V130125165          

2020/04/02 北浦和駅東口 埼玉県警16-6507877 H6G49847            

2020/04/02 北浦和駅東口 埼玉県警18-8364310 H7J17791            

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警11-1279882 F101251809          

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警18-8123445 B8A01813            

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警20-201036771 STK030688           

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警12-2389992 H7D28805            

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警18-8317973 SSE044375           

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警18-8373085 29C7692             

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警16-6198591 B6B02782            

2020/04/02 北浦和駅西口 埼玉県警17-7012305 S6600002            

2020/04/02 与野駅東口 埼玉県警15-5121176 B4A07239            

2020/04/06 8/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/04/02 与野駅東口 埼玉県警20-201124689 TBCHC608            

2020/04/02 与野駅東口 埼玉県警18-8124728 VF18A01312          

2020/04/02 北与野駅 埼玉県警12-2046824 FJA1J99333          

2020/04/03 浦和駅西口 埼玉県警16-6022610 T65AG909            

2020/04/03 浦和駅西口 埼玉県警19-192698154 H9SC04909           

2020/04/03 浦和駅西口 埼玉県警17-7104710 T16L50076           

2020/04/03 浦和駅西口 不明 YP180100066         

2020/04/03 北浦和駅東口 兵庫県警116E-713934 B3C61649            

2020/04/03 北浦和駅東口 埼玉県警18-8442580 H8G53826            

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警16-6521350 C9BE9454            

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警20-200209060 A18AJ33269          

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警19-193348807 A1905753134         

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警15-5165843 F141178080          

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警17-7381646 2S0T7B              

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警19-191698371 SVSH00161           

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警15-5267671 H7E08863            

2020/04/03 北浦和駅西口 埼玉県警16-6246618 A16HB28818          

2020/04/03 北与野駅 尾久A-89323 A16AG18874          

2020/04/03 南与野駅 不明 F150200466          

2020/04/04 浦和駅東口 埼玉県警11-1076096 SKC07083            

2020/04/04 浦和駅東口 埼玉県警19-191057953 STA318646           

2020/04/04 浦和駅東口 埼玉県警18-8455640 T8BBG731            

2020/04/04 浦和駅西口 埼玉県警17-7095478 B7H47329            

2020/04/04 浦和駅西口 埼玉県警16-6501410 G66G51228           

2020/04/04 浦和駅西口 埼玉県警19-190162737 H7J56833            

2020/04/04 浦和駅西口 埼玉県警14-4416114 A14PA09115          

2020/04/06 9/11 ページ
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

大戸自転車保管所

2020/04/04 北浦和駅東口 埼玉県警15-5037342 ND4H03146           

2020/04/04 北浦和駅東口 埼玉県警18-8019170 A16AL01716          

2020/04/04 北浦和駅西口 愛知県警15-ﾅ-82283 H7E27238            

2020/04/04 北浦和駅西口 品川A-69026 T52HG494            

2020/04/04 北浦和駅西口 埼玉県警18-8245548 T15E1144            

2020/04/04 北浦和駅西口 不明 F71J06884           

2020/04/04 北浦和駅西口 埼玉県警14-4181249 G41G50095           

2020/04/04 北浦和駅西口 埼玉県警14-4068000 A14AB46819          

2020/04/04 北浦和駅西口 不明 A16PA26695          

2020/04/04 北浦和駅西口 埼玉県警19-192660483 STSAF03062          

2020/04/04 与野駅東口 埼玉県警19-194879172 ASY19F6630          

2020/04/04 与野駅東口 尾久B-00524 A19AA71099          

2020/04/04 与野駅東口 埼玉県警17-7296151 A17AB51471          

2020/04/04 与野駅東口 埼玉県警18-8487806 YJ80600636          

2020/04/04 与野駅東口 埼玉県警18-8481274 SVSH00139           

2020/04/04 与野駅東口 不明 MF9C003770          
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撤去日 撤去場所 車体番号
防犯登録番号
又は標識番号

保管告示台帳

住所 氏名

岩槻自転車保管所

2020/03/23 岩槻駅 埼玉県警16-6485838 C96SC444            

2020/03/23 岩槻駅 埼玉県警08-8273559 7W07080             

2020/03/23 岩槻駅 埼玉県警19-191626877 A18PK00017          

2020/03/23 岩槻駅 埼玉県警14-4063590 A17PL08723          

2020/03/25 岩槻駅 不明 201244236           

2020/03/26 岩槻駅 埼玉県警20-201221170 ZY9L181725          

2020/03/26 岩槻駅 埼玉県警19-192774217 STD061280           

2020/03/26 岩槻駅 新宿E-92933 C180101144          

2020/03/27 岩槻駅 埼玉県警18-8414061 V180703845          

2020/03/27 岩槻駅 埼玉県警19-192113636 F90104547           

2020/03/27 岩槻駅 不明 K4J27358            

2020/03/30 岩槻駅 不明 SZ13050588          

2020/03/31 岩槻駅 埼玉県警17-7331860 R150600426          

2020/03/31 岩槻駅 埼玉県警15-5122470 S11407008           

合計： 242台

2020/04/06 11/11 ページ
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No 撤去年月日 撤去場所 車両番号 車種 色 保管場所 車体番号

1 3月26日 大宮駅東口 見沼区さ5720
ヤマハ
ビーノ

白/黒 吉野原保管所 ５AU-０９２３０２　

保管告示台帳（原動機付自転車）
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さいたま市告示一覧（令和２年４月１日から同月１５日まで）

さいたま市告示第６３７号 

さいたま市岩槻消防署鋼製什器 一式の購入について、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１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

  さいたま市岩槻消防署鋼製什器 一式

 納入場所

さいたま市岩槻区岩槻５０６４－１

 数量・特質等

入札説明書のとおり

 納入期限

令和２年６月３０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。）の種目「事務用品・什器」内の営業種目「鋼製什器」で登載され、

かつ、本市内に本店を有している者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

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

とされた者

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

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

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

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書の交付

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

 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１

 交付期間

告示の日から令和２年４月２８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５月１１日（月）及び令和２年５月１２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

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１８日（月）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室
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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）

 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１８日（月）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７ イに同じ

 落札者の決定方法

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局総務部消防企画課

   電話 ０４８（８３３）７９３８ ＦＡＸ ０４８（８３３）７６４１

８ 契約手続等

 契約保証金

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

に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

９ その他

 契約条項等は、さいたま市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６３８号 

資機材搬送車（アルミバン）外１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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

  件名及び数量 

ア 資機材搬送車（アルミバン） １台 

イ 資機材搬送車（平ボデー） １台 

 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

 特質等 

入札説明書のとおり 

 納入期限 

ア １ アの物品 令和３年２月５日 

イ １ イの物品 令和３年２月２４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。）の種目「輸送機器」内の営業種目「特殊車」で登載されている者

であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、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２８日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ
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いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

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

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

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

３ に同じ

 受付場所 

３ に同じ

 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年５月１１日（月）及び令和２年５月１２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 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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(ア) １ アの物品 令和２年５月１８日（月）午後２時１５分 

(イ) １ イの物品 令和２年５月１８日（月）午後２時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の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１８日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７ イに同じ

 落札者の決定方法 

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部警防課 

電話 ０４８（８３３）７３９４ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の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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さいたま市告示第６３９号 

中学校デジタル教科書の購入について、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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

中学校デジタル教科書 

 納入場所 

さいたま市南区南本町２－２５－２７ さいたま市立岸中学校外５８か所 

 数量・特質等 

 入札説明書のとおり 

 納入期限 

令和２年６月３０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。）の種目「図書・地図」内の営業種目「図書」又は種目「事務用

品・什器」内の営業種目「コンピューターソフト」で登載され、かつ、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２７日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

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

 交付費用 
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無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

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

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

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

 受付期間 

  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１１日（月）及び令和２年５月１２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 

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２０日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 
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 入札保証金 

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

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和２年５月２０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 

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

   電話 ０４８（８３６）１７１３ ＦＡＸ ０４８（８３８）０８８８ 

８ 契約手続等 

 契約保証金 

契約金額の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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さいたま市告示第６４０号

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

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。

令和２年４月１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書類

差押調書（謄本）

２ 送達を受ける者の住所・所在地及び氏名・名称

   （省略）

３ その他

 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付す  

る。

 公示をした日から起算して７日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

４ 連絡先

担当 さいたま市役所 財政局 北部市税事務所 納税課

電話 ０４８（６４６）３０４９ （省略）
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さいたま市告示第６４１号 

さいたま市東京事務所ＯＡ機器賃貸借について、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１３日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

件名

さいたま市東京事務所ＯＡ機器賃貸借

 借入場所

東京都千代田区平河町２－４－１ 日本都市センター会館１１階 さいたま市東京事務所

 数量・特質等

仕様書のとおり

 借入期間

令和２年７月１日から令和７年６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。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」

で登載されている者であること。

 次のいずれにも該当しない者であること。

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

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

とされた者

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

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

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

ている期間がない者であること。

 賃貸借された納入機器を設置及び設定し、常時正常な状態又は充分に機能が働く状態を維持し、

万一問題が生じた場合には、遅滞なく対応ができる者であること。

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。

 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

担当 分権・広域行政担当 電話 ０４８（８２９）１０６４ 

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/005/001/017/001/p071716.html
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 交付期間

告示の日から令和２年５月８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項に規定する休日を除く午前９時から午後５時

まで）

 交付方法

３ アについては、ＣＤ－ＲＯＭで交付する。

 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

 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

 提出方法

郵送。一般書留又は簡易書留にて受付期間内必着とする。

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

 交付方法

全て郵送とする。

 交付日

令和２年５月１４日（木）までに交付する。 

６ 入札手続等

 入札方法

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

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

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

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

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月２０日（水）午前１０時００分

イ 場所
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室

 入札保証金

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

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

する。

 開札の日時及び場所

ア 日時

令和２年５月２０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部署

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

 業務を担当する部署

東京都千代田区平河町２－４－１ 日本都市センター会館１１階 さいたま市都市戦略本部東

京事務所

電話 ０３（５２１５）７５６１ ＦＡＸ ０３（５２１５）７５６２

７ 契約手続等

 契約保証金

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

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

 契約書作成の要否

要

 議決の要否

否

８ その他

 提出された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６４２号 

さいたま市の発注する「滝沼排水路整備工事（北河Ｒ２）」ほか５件の一般競争入札について、次

のとおり公告する。 

令和２年４月１３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

-255-



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）

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 ０２－４３６８－４

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 滝沼排水路整備工事（北河Ｒ２）   

工事場所 さいたま市西区大字清河寺地内

履行期間 契約確定の日から令和２年１１月３０日まで

概要 延長 84.3m 土工一式 水路工 Ｕ型水路 （Ｕ900×1300）32.0m （Ｕ900×

1400）38.1m ボックスカルバート（□900×1000）14.2m 集水桝工 1 基 仮設

工一式 付帯工一式  

予定価格（税込） ４６，３９８，０００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２１日（火）午前９時から

令和２年４月２３日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月２４日（金）午前９時から

令和２年４月２７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２８日（火）午後１時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、桜区又は浦和区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

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

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

－
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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１３日（月）から

質問受付期間 令和２年４月１３日（月）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月２３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 －

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所河川整備課

電話 ０４８－６４６－３２３１

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 ０２－４３５６－７

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 新井橋補修工事

工事場所 さいたま市見沼区大字東新井地内

履行期間 契約確定の日から令和２年１１月３０日まで

概要 舗装工 74 ㎡ 橋面防水工 74 ㎡ 伸縮継手補修工 25m 構造物補修工 1 橋 仮設

工一式 

予定価格（税込） １４，７４０，０００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２１日（火）午前９時から

令和２年４月２３日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月２４日（金）午前９時から

令和２年４月２７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２８日（火）午後１時４０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ｃ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

施工実績等 次の(1)及び(2)の要件を満たしていること。 

(1) 本公告日において、平成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１３日（月）から

質問受付期間 令和２年４月１３日（月）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月２３日（木）

保証金及び支払方法 入 札 保

証金

免除 契 約 保

証金

要 前金払 有 部分払 有
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その他 ・本工事は、「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 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ０２－４３６５－１６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 道路修繕工事（Ｒ２主要地方道さいたま鴻巣線）

工事場所 さいたま市西区大字島根地内

履行期間 契約確定の日から令和２年９月３０日まで

概要 概算数量発注方式による発注 延長 263m 幅員 6.2m 舗装工【夜間】 路面切

削（平均切削厚 5cm）12 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 12cm、再生粗粒度

As-20、t＝7cm）1630 ㎡ 表層工（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5cm）1640 ㎡ 付

帯工【夜間】一式 仮設工【夜間】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２１日（火）午前９時から

令和２年４月２３日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月２４日（金）午前９時から

令和２年４月２７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２８日（火）午後１時５０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

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

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年４月１３日（月）から

質問受付期間 令和２年４月１３日（月）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月２３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 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３

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 ０２－３２８９－３

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 南与野駅西口土地区画整理事業 区６－５号線外汚水管布設工事（１－６）

工事場所 さいたま市中央区鈴谷２丁目地内

履行期間 契約確定の日から令和２年９月３０日まで

概要 延長 74.80m 管路土工一式 管布設工一式 硬質塩ビ管（φ200）70.45m 取付

管工 取付管 5 箇所 仮設工一式 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表

最低制限価格 設定する

参加申請受付期間 令和２年４月２１日（火）午前９時から

令和２年４月２３日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年４月２４日（金）午前９時から

令和２年４月２７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２８日（火）午後２時００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１３日（月）から

質問受付期間 令和２年４月１３日（月）午前９時から

令和２年４月２０日（月）午後５時まで

質問回答期日 令和２年４月２３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。

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号

さいたま市都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所

電話 ０４８－８４０－６１５４

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 ０２－４３８４－１

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 芝川第１０－２処理分区外下水道工事（北再－Ｒ１－４５１）  

工事場所 さいたま市大宮区吉敷町４丁目地内外  

履行期間 契約確定の日から令和２年１０月３０日まで
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概要 耐震継手工（既設管径 250mm～700mm）109 箇所 

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３０日（木）午前９時から

令和２年５月 ７日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年５月 ８日（金）午前９時から

令和２年５月１１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５月１２日（火）午後１時３０分

参
加
資
格

名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（

以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、浦和区又は南区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

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

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年４月１３日（月）から

質問受付期間 令和２年４月１３日（月）午前９時から

令和２年４月２８日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年５月７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 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所下水道再整備課

電話 ０４８－６４６－３２５５

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号

さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８－８２９－１１８０

契約整理番号 ０２－４３５６－６

入札方法 一般競争入札（電子）

参加形態 単体企業

工事名 電線共同溝整備工事（一般県道鴻巣桶川さいたま線・Ｒ２北袋町工区）

工事場所 さいたま市大宮区北袋町１丁目地内外

履行期間 契約確定の日から令和２年１２月２８日まで

概要 延長 217m 土工一式 プレキャストボックス工 特殊部 4 組 分岐桝 10 組 管

路工 CCVPφ130 422m CCVPφ100 388m VPφ100 211m FA 管φ150 193m 

ボディ管φ200 181m PVφ50 194m 舗装工一式 撤去工一式 付帯工一式 

仮設工一式 

予定価格（税込） ６７，００１，０００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３０日（木）午前９時から

令和２年５月 ７日（木）午後５時まで

入札書提出期間 令和２年５月 ８日（金）午前９時から

令和２年５月１１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５月１２日（火）午後１時４０分

参加名簿登載業種等 土木工事業 Ａ級 

本公告日において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（
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以下「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であ

ること。 

所在地区分 さいたま市西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、中央区又は緑区に、本店を有

していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。

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

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類

－

設
計
図
書
等

閲覧等の方法及び

開始期日

電子配布

令和２年４月１３日（月）から

質問受付期間 令和２年４月１３日（月）午前９時から

令和２年４月２８日（火）午後５時まで

質問回答期日 令和２年５月７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 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７

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６４３号 

さいたまシティスタット基盤の環境構築及び運用支援等について、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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたまシティスタット基盤の環境構築及び運用支援等 

 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 業務概要 

仕様書のとおり 

 履行期間 

令和２年６月１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」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

 平成３０年度以降、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と同種同規模の契約実績が

２件以上あることを証明した者であること。 

３ 入札説明書の交付等 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

  さいたま市ＷＥＢサイトからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p071676.html

 交付期間 

告示の日の午前９時から令和２年４月３０日（木）午後４時まで 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
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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３０日（木）まで 

 受付場所 

〒330-9588 

さいたま市浦和区常盤 6 丁目 4 番 4 号 さいたま市都市戦略本部情報政策部（統計情報担当） 

 提出方法 

郵送（一般書留または簡易書留にて受付期間内必着） 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付方法 

郵送 

 交付日時 

令和２年５月１１日（月）発送予定

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。

 入札書の提出 

ア 提出方法 

郵送（一般書留または簡易書留にて提出期限までに必着） 

イ 提出期限 

  令和２年５月１５日（金） 

ウ 送付先 

  ４ に同じ

 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１８日（月）１０時 
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イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

 落札者の決定方法 

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条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）１１１９ 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 

８ その他 

 当該契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

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

とはできない。 

 契約条項等は、さいたま市ＷＥＢサイトにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p071676.html

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６４４号 

さいたまシティスタット基盤ソフトウェア賃貸借について、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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたまシティスタット基盤ソフトウェア賃貸借 

 借入場所 

 さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 数量・特質等 

仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年８月１日から令和５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年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「電算用品」若しくは「

コンピューターソフト」又は種目「レンタル・リース」内の「ＯＡ機器リース等」で登載されて

いる者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付等 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

  さいたま市ＷＥＢサイトからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p071678.html

 交付期間 

告示の日の午前９時から令和２年４月３０日（木）午後４時まで 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
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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３０日（木）まで 

 受付場所 

〒330-9588 

さいたま市浦和区常盤 6 丁目 4 番 4 号 さいたま市都市戦略本部情報政策部（統計情報担当） 

 提出方法 

郵送（一般書留または簡易書留にて受付期間内必着） 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付方法 

郵送 

 交付日時 

令和２年５月１１日（月）発送予定

６ 入札手続等 

 入札方法 

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

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

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

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

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札書の提出 

ア 提出方法 

郵送（一般書留または簡易書留にて提出期限までに必着） 

イ 提出期限 

  令和２年５月１５日（金） 

ウ 送付先 

  ４ に同じ

 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１８日（月）１０時２０分 
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イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

 落札者の決定方法 

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条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）１１１９ 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 

８ その他 

 当該契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

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

とはできない。 

 契約条項等は、さいたま市ＷＥＢサイトにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p071678.html

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６４５号 

さいたまシティスタット基盤ハードウェア賃貸借について、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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたまシティスタット基盤ハードウェア賃貸借 

 借入場所 

 さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

 数量・特質等 

仕様書のとおり 

 借入期間 

令和２年８月１日から令和７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年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に種目「事務用品・什器」内の営業種目「電算用品」若しくは「

コンピューターソフト」又は種目「レンタル・リース」内の「ＯＡ機器リース等」で登載されて

いる者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

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

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

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

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付等 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 交付場所 

  さいたま市ＷＥＢサイトからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p071677.html

 交付期間 

告示の日の午前９時から令和２年４月３０日（木）午後４時まで 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
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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３０日（木）まで 

 受付場所 

〒330-9588 

さいたま市浦和区常盤 6 丁目 4 番 4 号 さいたま市都市戦略本部情報政策部（統計情報担当） 

 提出方法 

郵送（一般書留または簡易書留にて受付期間内必着） 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付方法 

郵送 

 交付日時 

令和２年５月１１日（月）発送予定

６ 入札手続等 

 入札方法 

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

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

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

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

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

 入札書の提出 

ア 提出方法 

郵送（一般書留または簡易書留にて提出期限までに必着） 

イ 提出期限 

  令和２年５月１５日（金） 

ウ 送付先 

  ４ に同じ

 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１８日（月）１０時４０分 
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イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

 落札者の決定方法 

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

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条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）１１１９ 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 

８ その他 

 当該契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

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

とはできない。 

 契約条項等は、さいたま市ＷＥＢサイトにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/005/p071677.html

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６４６号 

さいたま市立仲本小学校仮設校舎賃貸借について、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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立仲本小学校仮設校舎賃貸借 

 借入場所 

さいたま市浦和区本太２－１２－３１ 

 業務概要 

仕様書等のとおり 

 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 入札参加形態 

単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

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

）（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳで登載され、かつ、市内に本

店、支店、又は営業所を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市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。 

 入札日において、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

行っ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２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てを行っ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。 

 設計に対応する建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく建築士事務所登録を受けてい

る者で、当該設計及び工事監理に同法に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す
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る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。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か月以上の雇用関係にある者であること。 

 本体構造において、自社の構造設計一級建築士の設計にて適合性の確認ができる者であること。 

 過去１０年以内に学校施設において、同種同程度の賃貸借契約における校舎施工実績がある者

であること。 

３ 仕様書等の閲覧及び貸出 

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

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

い。 

 閲覧又は貸出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 施設第１係 電話 ０４８（８２９）１６３６ 

 閲覧又は貸出期間   

本告示の日から令和２年４月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

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

４ 一般競争入札参加資格等確認書類の提出 

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 一般競争入札参加資格等確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

ウ ２ に規定する業種について、名簿に登載されていることを証する書類の写し

エ ２ に規定する建築士法第２３条の３第２項の規定に基づく建築士事務所登録を受けている

 ことを証する書類の写し及び配置予定の技術者に係る一級建築士免許証の写し 

オ  ２ に規定する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又は監理技術者資格

者証の表面と裏面の写し及び配置予定の技術者に係る参加申請日以前に恒常的に３か月以上の

雇用関係を証する書類の写し 

カ ２ に規定する配置予定の技術者に係る構造設計一級建築士免許証の写し

キ ２ に規定する契約実績の分かる書類の写し

 一般競争入札参加資格等確認申請書の配布 

ア 配布場所 

 ３ に同じ

イ 配布期間 

３ に同じ

 一般競争入札参加資格等確認申請書の提出 

ア 受付場所 

３ に同じ

  イ 受付期間 
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    ３ に同じ

  ウ 提出方法 

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

受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 

 その他 

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

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

 仕様書等に関して質問がある場合は、３ の期間内に質疑応答書を次のとおり提出すること。

ア 提出先 

３ に同じ

イ 提出方法 

４ ウに同じ

ウ 受付期間 

３ に同じ

 質問に対する回答 

ア 公表場所 

３ に同じ

イ 公表日時 

５ 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すること。 

 入札参加申請の確認 

   一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。なお、入札時点において参加資格がな

い者は、入札に参加できない。 

 入札書の提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札の日時及び場所 
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  ア 日時 

令和２年５月２７日（水）午前１０時００分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

 入札保証金 

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

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２７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７ イに同じ

 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はできない。 

 入札の辞退 

   入札の参加を認められた場合であっても、辞退することができる。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

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

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 

予定価格の１１０分の１００の価格の制限の範囲内で最低の価格をもって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格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参

加者にくじを引かせて落札者を決定する。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。 

９ 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。 

１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧

できる。 
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さいたま市告示第６４７号 

さいたま市立浦和別所小学校仮設校舎賃貸借について、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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立浦和別所小学校仮設校舎賃貸借 

 借入場所 

さいたま市南区別所２－５－３４ 

 業務概要 

仕様書等のとおり 

 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 入札参加形態 

単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

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

）（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳで登載され、かつ、市内に本

店、支店、又は営業所を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市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。 

 入札日において、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

行っ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２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てを行っ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。 

 設計に対応する建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく建築士事務所登録を受けてい

る者で、当該設計及び工事監理に同法に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す
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る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。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か月以上の雇用関係にある者であること。 

 本体構造において、自社の構造設計一級建築士の設計にて適合性の確認ができる者であること。 

 過去１０年以内に学校施設において、同種同程度の賃貸借契約における校舎施工実績がある者

であること。 

３ 仕様書等の閲覧及び貸出 

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

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

い。 

 閲覧又は貸出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 施設第１係 電話 ０４８（８２９）１６３６ 

 閲覧又は貸出期間   

本告示の日から令和２年４月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

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

４ 一般競争入札参加資格等確認書類の提出 

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 一般競争入札参加資格等確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

ウ ２ に規定する業種について、名簿に登載されていることを証する書類の写し

エ ２ に規定する建築士法第２３条の３第２項の規定に基づく建築士事務所登録を受けている

ことを証する書類の写し及び配置予定の技術者に係る一級建築士免許証の写し 

オ  ２ に規定する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又は監理技術者資格

者証の表面と裏面の写し及び配置予定の技術者に係る参加申請日以前に恒常的に３か月以上の

雇用関係を証する書類の写し 

カ ２ に規定する配置予定の技術者に係る構造設計一級建築士免許証の写し

キ ２ に規定する契約実績の分かる書類の写し

 一般競争入札参加資格等確認申請書の配布 

ア 配布場所 

 ３ に同じ

イ 配布期間 

３ に同じ

 一般競争入札参加資格等確認申請書の提出 

ア 受付場所 

３ に同じ

  イ 受付期間 
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    ３ に同じ 

  ウ 提出方法 

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

受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 

 その他 

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

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

 仕様書等に関して質問がある場合は、３ の期間内に質疑応答書を次のとおり提出すること。

ア 提出先 

３ に同じ

イ 提出方法 

４ ウに同じ

ウ 受付期間 

３ に同じ

 質問に対する回答 

ア 公表場所 

３ に同じ

イ 公表日時 

５ 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すること。 

 入札参加申請の確認 

   一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。なお、入札時点において参加資格がな

い者は、入札に参加できない。 

 入札書の提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札の日時及び場所 
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  ア 日時 

令和２年５月２７日（水）午前１０時２０分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

 入札保証金 

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

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２７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７ イに同じ

 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はできない。 

 入札の辞退 

   入札の参加を認められた場合であっても、辞退することができる。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

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

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 

予定価格の１１０分の１００の価格の制限の範囲内で最低の価格をもって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格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参

加者にくじを引かせて落札者を決定する。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。 

９ 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。 

１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧

できる。 

-281-



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）

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

-282-



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６４８号 

さいたま市立大谷場東小学校仮設校舎賃貸借について、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１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 件名 

さいたま市立大谷場東小学校仮設校舎賃貸借 

 借入場所 

さいたま市南区大谷場２－１３－５４ 

 業務概要 

仕様書等のとおり 

 借入期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 入札参加形態 

単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

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

）（以下「名簿」という。）に業種「建築工事業」の等級区分がＳで登載され、かつ、市内に本

店、支店、又は営業所を有している者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

とされた者 

 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市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。 

 入札日において、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

行っ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２２

５号）に基づき再生手続開始の申立てを行っ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。 

 設計に対応する建築士法（昭和２５年法律第２０２号）に基づく建築士事務所登録を受けてい

る者で、当該設計及び工事監理に同法に基づく一級建築士を配置できる者であること。 

 工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）の許可業種に係る技術者の資格を有す
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る者を、同法第２６条の規定に基づき当該工事に配置できる者であること。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か月以上の雇用関係にある者であること。 

 本体構造において、自社の構造設計一級建築士の設計にて適合性の確認ができる者であること。 

 過去１０年以内に学校施設において、同種同程度の賃貸借契約における校舎施工実績がある者

であること。 

３ 仕様書等の閲覧及び貸出 

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

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

い。 

 閲覧又は貸出場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

担当 施設第１係 電話 ０４８（８２９）１６３６ 

 閲覧又は貸出期間   

本告示の日から令和２年４月３０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

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

４ 一般競争入札参加資格等確認書類の提出 

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 一般競争入札参加資格等確認申請書 

イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

ウ ２ に規定する業種について、名簿に登載されていることを証する書類の写し

エ ２ に規定する建築士法第２３条の３第２項の規定に基づく建築士事務所登録を受けている

ことを証する書類の写し及び配置予定の技術者に係る一級建築士免許証の写し 

オ  ２ に規定する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又は監理技術者資格

者証の表面と裏面の写し及び配置予定の技術者に係る参加申請日以前に恒常的に３か月以上の

雇用関係を証する書類の写し 

カ ２ に規定する配置予定の技術者に係る構造設計一級建築士免許証の写し

キ ２ に規定する契約実績の分かる書類の写し

 一般競争入札参加資格等確認申請書の配布 

ア 配布場所 

 ３ に同じ

イ 配布期間 

３ に同じ

 一般競争入札参加資格等確認申請書の提出 

ア 受付場所 

３ に同じ

  イ 受付期間 
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    ３ に同じ

  ウ 提出方法 

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

受付期間内必着とする。 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

 確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 交付場所 

３ に同じ

 交付日時 

令和２年５月１５日（金）午前９時から午後４時まで 

 その他 

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

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 仕様書等に関する質問及び回答 

 仕様書等に関して質問がある場合は、３ の期間内に質疑応答書を次のとおり提出すること。

ア 提出先 

３ に同じ

イ 提出方法 

４ ウに同じ

ウ 受付期間 

３ に同じ

 質問に対する回答 

ア 公表場所 

３ に同じ

イ 公表日時 

５ 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すること。 

 入札参加申請の確認 

   一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。なお、入札時点において参加資格がな

い者は、入札に参加できない。 

 入札書の提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 

 入札の日時及び場所 
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  ア 日時 

令和２年５月２７日（水）午前１０時４０分 

  イ 場所 

    さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

 入札保証金 

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

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２７日（水）入札終了後、直ちに行う。 

  イ 場所 

    ７ イに同じ

 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はできない。 

 入札の辞退 

   入札の参加を認められた場合であっても、辞退することができる。 

 その他 

  ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

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

 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 

電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課 

電話 ０４８（８２９）１６３６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 

予定価格の１１０分の１００の価格の制限の範囲内で最低の価格をもって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格の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札参

加者にくじを引かせて落札者を決定する。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。 

９ 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。 

１０ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設課及びホームページにおいて閲覧

できる。 
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https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第６４９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和２年４月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

  太陽ケ丘自治会 

２ 変更した事項 

 主たる事務所 （省略） 

 代表者の氏名及び住所 （省略） 

３ 変更年月日 

  令和２年４月５日 
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さいたま市告示第６５０号 

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

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

に交付する。

令和２年４月１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 送達をする書

  令和元年度 後期高齢者医療保険料督促状

２ 送達を受ける者の住所・氏名

  別紙のとおり（別紙省略）

３ 期間

  令和２年４月１４日から令和２年４月２０日まで

４ その他

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

より、掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

５ 連絡先

 （１）担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係

 （２）電話 ０４８（８２９）１２７８
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さいたま市告示第６５１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和２年４月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

  大野島自治会 

２ 変更した事項 

主たる事務所 （省略） 

代表者の氏名及び住所 （省略） 

３ 変更年月日 

  平成３１年３月３１日 
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さいたま市告示第６５２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により認可をしたので、同条

第１０項の規定により、次のとおり告示する。

令和２年４月１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 名称

  元浅間第三自治会

２ 規約に定める目的

  本会は、地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目

的とする。

３ 区域

  ①さいたま市岩槻区城南３丁目４番３７号

  ②さいたま市岩槻区城南３丁目４番８号

  ③さいたま市岩槻区城南３丁目２番１号

  ④さいたま市岩槻区城南２丁目３番１１号

  ⑤さいたま市岩槻区城南２丁目３番３０号

  ⑥さいたま市岩槻区城南２丁目３番３９号

  ⑦さいたま市岩槻区城南２丁目２番３１号

  ⑧さいたま市岩槻区真福寺９９５番地２

  ⑨さいたま市岩槻区城南１丁目５番４１－１号

  ⑩さいたま市岩槻区城南１丁目３番 

  ⑪さいたま市岩槻区城南２丁目１番８１号 

  ⑫さいたま市岩槻区城南２丁目６番３２号 

  ⑬さいたま市岩槻区城南２丁目７番８号 

  ⑭さいたま市岩槻区城南３丁目４番３１号 ①から⑭までを結ぶ区域及び 

  さいたま市岩槻区城南１丁目２番１８号から１９－７号の区域 

４ 主たる事務所

  （省略）

５ 代表者の氏名及び住所

  （省略）

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者選任の有無

  無

７ 代理人の有無

  無

８ 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

  有

  総会の議決

９ 認可年月日

  令和２年４月１３日
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さいたま市告示第６５３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和２年４月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

  諏訪一丁目自治会 

２ 変更した事項 

主たる事務所 （省略） 

代表者の氏名及び住所 （省略） 

３ 変更年月日 

  令和２年４月５日 
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さいたま市告示第６５４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１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市大宮区吉敷町二丁目１３２番１、１３２番２

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

 東京都千代田区大手町一丁目９番２号

 三菱地所レジデンス株式会社 第一計画部長 石田 洋

３ 許可番号

 平成３０ 年 ４ 月 ２ ０ 日

 第開－Ｎ２９２１５号

４ 検査済証番号

 令 和 ２ 年 ４ 月 １ ３ 日

 第完－Ｎ２９２１５号
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さいたま市告示第６５５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１４日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市桜区大字五関字中島４０８番１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

 令和元年１２月２０日

 第 開‐Ｓ２０１９０７２ 号

４ 検査済証番号

 令和２年４月１３日

 第 完‐Ｓ２０１９０７２ 号
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さいたま市告示第６５６号

さいたま市区民課窓口（一部）業務について、公募型プロポーザル方式の手続きを実施します。つ

きましては、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招請します。

令和２年４月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項

 件名

さいたま市区民課窓口（一部）業務

 履行場所

さいたま市西区西大宮３－４－２外 

 業務概要 

さいたま市区民課窓口（一部）業務仕様書のとおり（以下「仕様書」という。） 

 履行期間 

令和２年９月１日から令和５年８月３１日まで 

 予算の上限額 

１，６２９，６９８，４００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

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

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

下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載されている者である

こと。 

 次のいずれにも該当しない者であること。 

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

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

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

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

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

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

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

者であること。 

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

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

その組合員が、本件に参加していない者であること。 

 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２９年度以降、住民異動系業務、証明書等請求受付・交付窓口業務、住民記録システム等
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入力等業務若しくは郵送請求処理業務又は類する業務のうち複数種類の業務を、単一契約で受託

又は同一履行期間に複数契約で受託し、かつ、適切に業務を完了（完了見込みを含む。）した実

績を有する者であること。 

３ 企画提案に係る実施要項等の交付

  企画提案書の提出を希望する者に対し、企画提案実施要項、仕様書等を郵送で交付するものとす

る。交付を希望する者は、受付先に電話で連絡すること。

 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭを郵送する。 

 受付先

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 住民記録戸籍担当 電話 ０４８－８２９－１８３３

 受付期間

本告示日から令和２年５月１８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 参加意思の表明手続

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

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

者は、参加する資格を有しない。

 提出書類

  ア 参加意思表明書

イ 企画提案実施要項に定める書類 

 受付期間

本告示日から令和２年５月１８日（月）必着

 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部住民記

録戸籍担当

 提出方法

郵送。書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

５ 参加資格確認通知書の交付

確認審査終了後、参加資格確認通知書を交付するものとする。

 交付方法

電子メール及び郵送とする。

 交付日

令和２年５月１９日（火）までに交付する。

６ 質問の受付及び回答

企画提案書の提出を希望する者は、企画提案に関する事項について、電子メールで次のとおり質
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問することができる。なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。詳細は、

企画提案実施要項による。

 受付期間

本告示日から令和２年５月８日（金）午後４時まで

 受付先

ア 電子メールアドレス

kusei-suishin@city.saitama.lg.jp

イ 到達確認に関する問い合わせ先

３ に同じ

 質問に対する回答

さいたま市ホームページに、質問及び回答を公表する。

ア 回答日

令和２年５月１２日（火）までに公表する。

イ ホームページアドレス

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/p071798.html

７ 企画提案書等の提出

 提出書類  

ア 企画提案書 正本１部、副本１０部 

イ 見積書及び見積内訳書 正本１部 

 提出期間

令和２年５月２０日（水）から令和２年５月２１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）

 提出場所

３ 又は４ に同じ

 提出方法

持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出期間内必着。）

 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

イ 虚偽の記載をした企画提案書 

ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

エ １ に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

８ プレゼンテーションの実施 

企画提案者を補完するため、プレゼンテーションを実施する。 

９ 業者決定の方法  

業者の決定に当たっては、さいたま市区民課窓口（一部）業務委託事業者選定委員会において書

類審査を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、企画提案実施要項を参照すること。

１０ 本招請に関する事務を担当する課 
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８－８２９－１８３３ ＦＡＸ ０４８－８２９－１９９２ 

１１ その他  

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

ている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

 本業務において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

 提出された企画提案書等は、返却しない。 

 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

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

 詳細は、企画提案実施要項による。 
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さいたま市告示第６５７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２１日までに返

還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。

令和２年４月１５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

１１日
犬 岩槻区黒谷 雑種 オス 茶白黒

２～３ヶ

月齢
無

４月

１１日
犬 岩槻区黒谷 雑種 オス 茶白黒

２～３ヶ

月齢
無

４月

１１日
犬 岩槻区黒谷 雑種 オス 茶白黒

２～３ヶ

月齢
無

４月

１１日
犬 岩槻区黒谷 雑種 メス 茶白黒

２～３ヶ

月齢
無

連絡先

担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター

 電話  ０４８（８４０）４１５０

 ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９
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さいたま市告示第６５８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１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 開発区域に含まれる地域の名称

さいたま市南区鹿手袋五丁目３５５番１、３５５番７、３５６番２、３５６番３、３５６番４、

３５７番１、３５７番３、３５７番４、３５７番５

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

（省略）

３ 許可番号

 令和元年１０月２４日

 第 開‐Ｓ２０１９０５６ 号

４ 検査済証番号

 令和２年４月１４日

 第 完‐Ｓ２０１９０５６ 号
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さいたま市告示第６５９号 

岩槻人形博物館図録製作等業務について、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」をいう。）第１６７条の６の規程に基づき公告する。

令和２年４月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

 件名

岩槻人形博物館図録製作等業務

 履行場所

さいたま市岩槻区本町６－１－１

 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２年１１月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

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

）に業務「製作等」の受注希望業務「製作／パンフレット等」で登載されている者であること。 

 次のいずれにも該当しない者であること。

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

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

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

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

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

 本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。 

 １００ページ以上の美術系の展覧会図録を、過去１年以内に３冊以上製作した実績があること

を証明した者であること。

 奥付等に印刷の責任者（プリンティング・ディレクター等）として本人の氏名が記載された美

術系の展覧会図録又は写真集を、過去１年以内に２冊以上担当した実績がある者を色校正の担当

者とすることを証明した者であること。

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。

 交付場所

ア さいたま市岩槻区本町６－１－１

さいたま市スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館

担当 清水 電話 ０４８（７４９）０２２３ ＦＡＸ ０４８（７４９）０２２５
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イ さいたま市ホームページからダウンロード

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p066253.html
 交付期間

公告の日から令和２年４月２１日（火）まで（３ アにおいては、さいたま市の休日を定める

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

）を除く午前９時から午後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

公告の日から令和２年４月２１日（火）まで（休日を除く午前９時から午後４時まで）。なお、

郵送の場合は、同日必着とし、郵送後に電話連絡をすること。

 受付場所

３ に同じ

 提出方法

持参又は書留郵便（簡易書留郵便を含む）による郵送により提出すること。

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２４日（金）午後１時から午後４時まで

 その他

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

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

 入札方法

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

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

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

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

る金額を入札書に記載すること。

 入札の日時及び場所
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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。

 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。

 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局文化部文化振興課

電話 ０４８（８２９）１２２６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６

 業務を担当する課

さいたま市岩槻区本町６－１－１

さいたま市スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館

電話 ０４８（７４９）０２２３ ＦＡＸ ０４８（７４９）０２２５

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原則返却しない。

 契約条項等は、さいたま市スポーツ文化局文化部岩槻人形博物館及びホームページにおいて閲

覧できる。

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

 詳細は、入札説明書による。
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