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北九州市公告第２４号

市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。 ）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。

平成３０年１月１５日

 北九州市長 北 橋 健 治

１ 売り払う物件

 （１） 売払物件

   汽船（こくら丸）

（２） 数量

   １隻

２ 契約条項を示す場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

   北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

 （２） 期間

   この公告の日（以下「公告日」という。）から平成３０年３月１９日ま  

で（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日（以下「日曜日等」という。 ）を除く。）の毎日午

前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 入札条件を示す場所及び期間

（１） 場所

   北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

   北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

 （２） 期間

   公告日から平成３０年２月２６日まで（日曜日等を除く。）の毎日午前 

８時３０分から午後５時１５分まで

４ 入札に参加するための要件

 （１） あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有す

るか否かについて審査を受けなければならない。

（２） 入札参加申込みは、所定の様式に次の資料を添付し、持参又は郵送

することにより行わなければならない。

  ア 法人の場合 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

  イ 個人の場合 住民票の写し

  ウ 外国人の場合 外国人登録原票記載事項証明書  
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５ 入札の参加申込みを受け付ける場所及び期間

 （１） 場所

   北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

   北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

 （２） 期間

   公示日から平成３０年１月２６日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎

日午前８時３０分から午後５時１５分まで

   来庁日時については、あらかじめ北九州市産業経済局総務政策部渡船事

業所に電話で連絡し調整すること。

６ 入札及び開札の日時並びに場所

 （１） 入札日時 平成３０年２月２６日 午後２時

郵送による場合の入札書の受領期限 第５項第１号の場所に書留郵便に

より、平成３０年２月２３日午後５時までに必着のこと。

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。

 （３） 入札及び開札の場所

   北九州市戸畑区千防一丁目１番１号

   北九州市戸畑区役所３階３４会議室

７ 入札保証金

（１） 入札金額の１００分の１０以上

（２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。

８ 入札に参加できる者の資格

  次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１

項の規定又は契約規則第２条の規定に該当する者

（２） 契約代金の全額又は入札保証金を差引いた残額を契約締結後１４日

以内に納入できない者

（３） 引渡し期間内に引受けができない者

（４） 本市から指名停止を受けている期間中である者

（５） 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。以下「法」という。 ）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者

 ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者

 イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。 ）又 

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
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 ウ 次のいずれかに該当する者

（ア）  法人でその役員等が暴力団員であるもの又は暴力団員がその

経営に実質的に関与しているもの

（イ ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用する等の行為を行っている

者

（ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

（エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者

（オ） 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用して

いる者

  エ 前記アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする

   者

９ 入札の無効

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

１０ 入札の中止

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、市は補償の責めを負わない。

１１ 入札に係る問合せ先

  北九州市戸畑区北鳥旗町１１番１号

  北九州市産業経済局総務政策部渡船事業所

  電話 ０９３－８６１－０９６１ 
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北九州市公告第２５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基 

づく道路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市 

規則第７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年１月１５日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  平成３０年１月１５日 第３号 

２ 申請者の住所及び氏名 

  北九州市若松区浜町二丁目１３番３号 

  林 一夫 

３ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市小倉北区大畠三丁目５７０

番２ 

４．００ ９５．６０
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北九州市公告第２６号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基 

づく道路を廃止したので、北九州市建築基準法施行細則（昭和４６年北九州市 

規則第７１号）第１６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年１月１５日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 廃止年月日及び廃止番号 

  平成３０年１月１５日 第４号 

２ 申請者の住所及び氏名 

  北九州市八幡西区光明一丁目８番５号 

  株式会社ワールド・プランニング 代表取締役 田中洋之 

３ 廃止した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市八幡西区上の原一丁目２３

１８番２ 

４．００ １０．４０
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北九州市病院局公告第１号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市病院局管理規程第８号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より次のとおり公告する。 

  平成３０年１月１５日 

北九州市病院局長 古 川 義 彦 

１ 調達内容 

（１） 特定役務の名称及び数量 

   北九州市立医療センター電力供給 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

（３） 履行期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

          北九州市立医療センター 

 （５） 入札方法 総価により行う。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８に相当する金額を加算した金額（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、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市病院局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市病院局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

、小売電気事業の登録を受けている者であること。         
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 （４） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０

年２月６日までに競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

       北九州市病院局医療センター事務局管理課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年３月２日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を

除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。ただし、平成３０年３月２日は、午前１１時まで。 

 （２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

 （３）  入札説明会の場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

         北九州市立医療センター 別館６階 ６０３会議室 

  イ 日時 平成３０年２月２６日午前１１時 

 （４）  競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、平成３０年２月６日までに競争参加の申出書を北九州市病院

局医療センター事務局管理課に提出しなければならない。 

 （５）  郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３０年３月１日午後５時までに必着のこと。  

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第３号アの場所と同じ。 

  イ 日時 平成３０年３月２日午前１１時 

５ 契約の締結 

  この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算 

 が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、契約を行わない

ことによる補償は、行わない。 

６ その他 

 （１）  契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 
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  イ 通貨 日本国通貨 

 （２）  入札保証金及び契約保証金  

   ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市病院局

契約規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第１４号。以下「契約規

程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいずれか

に該当する場合は、免除する。 

   イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

 （３）  入札の無効  

    次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

   ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

   ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

 （４）  落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定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。 

 （５）  契約書作成の要否 要 

 （６）  この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。  

 （７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市病院局医療センター事務局管理課 

    〒８０２－００７７  北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

   電話 ０９３－５４１－１８３１ 

７  Summary  

（１）The contract item up for tender: Power supply to Kitakyushu Municipal 

Medical Center  

（２）Deadline of Tender(by hand) 

11:00a.m., March 2,2018  

（３）Deadline of Tender(by mail) 

5:00p.m., March 1,2018  

（４） For further information, please contact: Administration Division, 

Medical Center, Municipal Hospitals Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市病院局公告第２号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市病院局管理規程第８号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より次のとおり公告する。 

  平成３０年１月１５日 

北九州市病院局長 古 川 義 彦   

１ 調達内容  

（１） 特定役務の名称及び数量 

   清掃、汚物洗濯及び雑役業務 一式 

（２） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

（３） 履行期間 平成３０年４月１日から平成３１年６月３０日まで 

 （４） 履行場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

          北九州市立医療センター 

 （５） 入札方法 総価により行う。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８に相当する金額を加算した金額（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、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市病院局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市病院局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
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 （４） 医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１５に規

定する基準に適合する者であること。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０

年２月８日までに競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

       北九州市病院局医療センター事務局管理課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年２月２７日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後４時３０分まで。ただし、平成３０年２月２７日は、午前１１時ま

で。 

 （２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 

 （３）  入札説明会の場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

         北九州市立医療センター 別館６階 ６０１会議室 

  イ 日時 平成３０年２月２０日午前１１時 

 （４）  競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、平成３０年２月８日までに競争参加の申出書を北九州市病院

局医療センター事務局管理課に提出しなければならない。 

 （５）  郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に

より、平成３０年２月２６日午後５時までに必着のこと。  

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第３号アの場所と同じ。 

  イ 日時 平成３０年２月２７日午前１１時 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２）  入札保証金、契約保証金及び契約保証人  
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   ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、北九州市病院局

契約規程（昭和４２年北九州市病院局管理規程第１４号。以下「契約規

程」という。）において準用する契約規則第５条第７項各号のいずれか

に該当する場合は、免除する。 

   イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規程におい

て準用する契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

  ウ 契約保証人 １名とする。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

   ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

   ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

 （４）  落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定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。 

 （５）  契約書作成の要否 要 

 （６）  この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。  

 （７）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市病院局医療センター事務局管理課 

    〒８０２－００７７  北九州市小倉北区馬借二丁目１番１号 

   電話 ０９３－５４１－１８３１ 

６  Summary   

（１）  Nature and quantity of the services to be required  

Cleaning services for Kitakyushu Municipal Medical Center, 1 set 

（２）  Deadline of Tender(by hand)  

      11:00a.m., February 27,2018  

（３）  Deadline of Tender(by mail)  

       5:00p.m., February 26,2018  

（４） For further information, please contact: Administration Division, 

      Medical Center, Municipal Hospitals Bureau, City of Kitakyushu  
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