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北九州市告示第１７４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  平成３０年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

公益社団法人北九州市

獣医師会 

北九州市八幡東区東田

一丁目３番６号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１７５号 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１４

条第１項の規定により指定医療機関の指定をしたので、同法第２４条第１号の

規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

なおみ＆ふじおク

リニック 

北九州市小倉北区金鶏町５番２２

号 

平成３０年４月

１日 

２ 薬局   

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

門司港調剤薬局 北九州市門司区本町２番１０号１

階 

平成３０年４月

１日 

３ 訪問看護ステーション等  

指定医療機関の名

称 
指定医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーシ

ョン リアリゼ 

北九州市八幡西区青山三丁目９番

１３号 

平成３０年４月

１日 
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北九州市告示第１７６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立商工貿易会館における使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成３０年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州商工会議所 北九州市小倉北区紺屋

町１３番１号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１７７号 

 ふるさと北九州市応援寄附金の納付について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２３１条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定したので

、北九州市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第２４条の３第２項

の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年４月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指 定 代 理 納 付 者 
指 定 期 間 

名   称 住   所 

ヤフー株式会社 東京都千代田区紀尾井

町１番３号 

平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１７８号

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）第６条第３項の規定により、北九州産業技術保存継承センターの利

用料金の額を承認したので、北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条

例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３４号）第６条の規定により次のとお

り告示する。

  平成３０年４月１８日

北九州市長 北 橋 健 治

金額 期間

企

画

展

示

室

陳

列

品

の

観

覧

料

－ 大人 小・中学校の

児童及び生徒

平 成 ３ ０ 年 ７ 月

１ ４ 日 か ら 同 年

９月３０日まで

個人 １

人

１

回

 ５００円 ２５０円

団体（３０

人以上）

 ４００円  ２００円
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北九州市公告第２３８号

 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。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、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１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。

  平成３０年４月１８日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 物品等の名称及び数量

教師用教科書及び指導書（小学校・特別支援学校、道徳） 一式

２ 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

北九州市技術監理局契約部契約課

北九州市小倉北区城内１番１号

３ 契約の相手方を決定した日

平成３０年４月５日

４ 契約の相手方の名称及び住所

福岡県教科図書株式会社

福岡市中央区清川二丁目２１番４号

５ 契約金額

４，９４０万８，９９２円

６ 契約の相手方を決定した手続

随意契約

７ 随意契約の理由

政令第１１条第１項第１号に該当するため。
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北九州市公告第２３９号
次の物品について、一般競争入札により物品調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（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４月１８日
北九州市長 北 橋 健 治  

１ 調達内容

購入品目及び数量 超広角走査レーザー検眼鏡 一式

購入物品の仕様 仕様書に定めるとおり

履行期間 平成３０年８月６日から同年１０月１５日まで

納入場所 北九州市立総合療育センター（北九州市小倉南区春ケ丘１０番４号）

２ 競争入札参

加資格（次の

いずれにも該

当する者であ

ること。）

登録 有資格業者名簿（注１）に記載されていること。

所在地 有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局、病院局及び公営競技局

を含む。以下「本市」という。）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約

における指名の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。）があること。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 契約条項を

示す場所及び

期間

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注２）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

４ 競争参加資

格確認申請書

提出期間

この公告の日から平成３０年５月２日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

５ 入札書の受

付期間

平成３０年５月１０日から同月１７日まで（注２）の午前９時から午後７時まで及び同月１８日午前９時

から午後２時まで

６ 開札の場所

及び日時

場所 北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市技術監理局契約部契約課

日時 平成３０年５月１８日午後２時１０分

７ 入札及び契

約に関する条

件

入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の５以上の額。ただし、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。

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。

電子入札案件 この公告に係る入札は、原則として電子入札システムにより行う。

８ 落札者の決

定方法

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。

９ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札

（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札

（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札

１０ その他

（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

（２） 入札説明書及び仕様書の交付は、第３項に示す日時及び場所において無償で行う。また、北九州市

技術監理局契約部ホームページに掲載する。

（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない。

（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登録

を完了していること。

（５） この公告に関する問い合わせ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話 ０９３－５８２－２

０１７）とする。

注１ 北九州市物品等供給契約の競争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

に規定する有資格業者名簿をいう。

注２ この公告第３項、第４項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。

注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。
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北九州市公告第２４０号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した公募型プロポーザル方式に係る手続

を開始する。 

  平成３０年４月１８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

（１） 業務名 平成３０年度北九州市学力状況調査事業業務委託 

（２） 業務内容 小学校４・５年生と中学１・２年生を対象に、学力向上

と学校や家庭での学習や生活習慣の改善を図るために、教科に関する調査

と生活習慣や学習環境等に関する調査を行う「平成３０年度北九州市学力

状況調査」事業の業務を実施するもの。 

（３） 履行期間 契約締結の日から平成３１年３月３１日まで 

２ 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） 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

に記載されていること。 

（２） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３） 国又は地方公共団体において、学力調査の実施又は教材等の作成に

関する業務の受託実績を有すること。なお、実績を証明する書面を提出で

きること。 

３ 企画提案書の提出者を選定するための評価基準 

 第２項の参加資格の適合可否 

４ 受託候補者を選定するための評価基準 

（１） 企画提案書の内容 

（２） ヒアリングでの対応 

５ 手続等

 （１） 担当部局

  北九州市教育委員会事務局学力・体力向上推進室

  北九州市小倉北区大手町１番１号

  電話 ０９３－５８２－３４４５

（２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法

 ア 交付場所 第１号に同じ。なお、説明書は北九州市教育委員会事務局

学力・体力向上推進室のホームページに掲載する。 

 イ 交付期間 公告の日から平成３０年５月１１日まで（日曜日、土曜日
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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８時３０分から午後５時１５分まで（正午か

ら午後１時までを除く。） 

 ウ 交付方法 交付場所での手渡し（無償。なお、説明書の郵送又はＦＡ

Ｘによる入手申込みは認めない。） 

（３） 参加表明書の提出場所、提出期間及び提出方法

ア 提出場所 第１号に同じ 

 イ 提出期間 公告の日から平成３０年５月１１日まで（日曜日、土曜日

及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）の毎日午前８時

３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までを除く。） 

 ウ 提出方法 持参又はＦＡＸ 

（４） 企画提案書及び見積書の提出場所、提出期間及び提出方法 

ア 提出場所 第１号に同じ 

 イ 提出期間 企画提案書の提出者として選定された通知を受けた日から

平成３０年５月２８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（正午から午後１時までを除く。） 

 ウ 提出方法 持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期間内に必着のこと

。） 

６ その他 

（１）  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）  契約書の作成の要否 要 

（３） 関連情報を入手するための照会窓口 第５項第１号に同じ 

（４） 詳細は説明書による。 
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北九州市上下水道局公告第３３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、北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第６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４月１８日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１  調達内容                               

（１）  特定役務の名称及び数量                       

     井手浦浄水場他１１施設電力供給 一式  

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで 

（４）  履行場所 仕様書で定めるとおり 

（５）  入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。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）  北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第２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
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小売電気事業の登録を受けている者であること。 

（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５月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市上下水道局水道部浄水課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年６月１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（

以下「日曜日等」という。）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

６月１日は、午後１時３０分まで。 

（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 入札説明会は行わないものとする。 

（４）  競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留

郵便により、平成３０年５月８日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告

の日から平成３０年５月９日まで（日曜日等を除く。）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分までに提出

のこと。 

（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５月３１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 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

   イ 日時  平成３０年６月１日午後１時３０分 

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 
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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、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５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は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度及びその翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又

は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することがで

きるものとする。 

（８）  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 

北九州市上下水道局水道部浄水課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－３１５５ 

６ Summary 

（１） The contract item up for tender: 

    Power supply to Ideura Water Purification Plant and other 11  

facilities 
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（２） Deadline of Tender（by hand）： 

 1:30p.m. June 1,2018 

（３） Deadline of Tender（by mail）： 

5:00p.m. May 31,2018 

（４） For further information，please contact： 

Water Purification Control Division，Water Service Department, 

Water and Sewer Bureau，City of Kitakyushu 
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北九州市上下水道局公告第３４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、北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第６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４月１８日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１  調達内容                               

（１）  特定役務の名称及び数量                       

     穴生浄水場電力供給 一式  

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで 

（４）  履行場所 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣三丁目１０番１６号 

            穴生浄水場 

（５）  入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。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）  北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第２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。 
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（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 

（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５月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市上下水道局水道部浄水課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年６月１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（

以下「日曜日等」という。）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

６月１日は、午前１０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 入札説明会は行わないものとする。 

（４）  競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留

郵便により、平成３０年５月８日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告

の日から平成３０年５月９日まで（日曜日等を除く。）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分までに提出

のこと。 

（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５月３１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 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

   イ 日時  平成３０年６月１日午前１０時 

５ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨
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ア 言語 日本語 

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、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５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は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

（８）  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 

北九州市上下水道局水道部浄水課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－３１５５ 

６ Summary 

（１） The contract item up for tender: 

      Power Supply to Ano Water Purification Plant 
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（２） Deadline of Tender（by hand）： 

 10:00a.m. June 1,2018 

（３） Deadline of Tender（by mail）： 

5:00p.m. May 31,2018 

（４） For further information，please contact： 

Water Purification Control Division，Water Service Department, 

Water and Sewer Bureau，City of Kitakyushu 
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北九州市上下水道局公告第３５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、北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第６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４月１８日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１  調達内容                               

（１）  特定役務の名称及び数量                       

     本城浄水場電力供給 一式  

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで 

（４）  履行場所 福岡県北九州市八幡西区御開五丁目４番１号 

            本城浄水場 

（５）  入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。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）  北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第２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。 
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（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。 

（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５月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市上下水道局水道部浄水課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年６月１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（

以下「日曜日等」という。）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

６月１日は、午前１０時１０分まで。 

（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 入札説明会は行わないものとする。 

（４）  競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留

郵便により、平成３０年５月８日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告

の日から平成３０年５月９日まで（日曜日等を除く。）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分までに提出

のこと。 

（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５月３１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 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

   イ 日時  平成３０年６月１日午前１０時１０分 

５ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨
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ア 言語 日本語 

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、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５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は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

（８）  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 

北九州市上下水道局水道部浄水課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－３１５５ 

６ Summary 

（１） The contract item up for tender: 

      Power Supply to Honjo Water Purification Plant 
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（２） Deadline of Tender（by hand）： 

 10:10a.m. June 1,2018 

（３） Deadline of Tender（by mail）： 

  5:00p.m. May 31,2018 

（４） For further information，please contact： 

Water Purification Control Division，Water Service Department, 

Water and Sewer Bureau，City of Kitakyushu 
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北九州市上下水道局公告第３６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、北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第６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４月１８日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１  調達内容                               

（１）  特定役務の名称及び数量                       

     伊佐座取水場電力供給 一式  

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで 

（４）  履行場所 福岡県遠賀郡水巻町二西四丁目１４番１号 

            伊佐座取水場 

（５）  入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。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）  北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第２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。 
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（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。 

（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５月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市上下水道局水道部浄水課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年６月１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（

以下「日曜日等」という。）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

６月１日は、午前１０時２０分まで。 

（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 入札説明会は行わないものとする。 

（４）  競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留

郵便により、平成３０年５月８日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告

の日から平成３０年５月９日まで（日曜日等を除く。）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分までに提出

のこと。 

（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５月３１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 北九州市小倉北区大手町１番１号 

    小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

   イ 日時  平成３０年６月１日午前１０時２０分 

５ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨
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ア 言語 日本語 

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、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５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は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

（８）  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 

北九州市上下水道局水道部浄水課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－３１５５ 

６ Summary 

（１） The contract item up for tender: 

      Power Supply to Isaza Intake Pumping Station 
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（２） Deadline of Tender（by hand）： 

 10:20a.m. June 1,2018 

（３） Deadline of Tender（by mail）： 

5:00p.m. May 31,2018 

（４） For further information，please contact： 

Water Purification Control Division，Water Service Department, 

Water and Sewer Bureau，City of Kitakyushu 
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北九州市上下水道局公告第３７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、北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第６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４月１８日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１  調達内容                               

（１）  特定役務の名称及び数量                       

     垂水取水場電力供給 一式  

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで 

（４）  履行場所 福岡県築上郡上毛町大字垂水１２６番地 

            垂水取水場 

（５）  入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。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）  北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第２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。 
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（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。 

（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５月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市上下水道局水道部浄水課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年６月１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（

以下「日曜日等」という。）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

６月１日は、午前１０時３０分まで。 

（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 入札説明会は行わないものとする。 

（４）  競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留

郵便により、平成３０年５月８日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告

の日から平成３０年５月９日まで（日曜日等を除く。）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分までに提出

のこと。 

（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５月３１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 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

   イ 日時  平成３０年６月１日午前１０時３０分 

５ その他 

（１）  契約続において使用する言語及び通貨
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ア 言語 日本語 

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、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５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は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

（８）  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 

北九州市上下水道局水道部浄水課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－３１５５ 

６ Summary 

（１） The contract item up for tender: 

      Power Supply to Tarumi Intake Pumping Station 
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（２） Deadline of Tender（by hand）： 

 10:30a.m. June 1,2018 

（３） Deadline of Tender（by mail）： 

5:00p.m. May 31,2018 

（４） For further information，please contact： 

Water Purification Control Division，Water Service Department, 

Water and Sewer Bureau，City of Kitakyushu 
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北九州市上下水道局公告３８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、北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第６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４月１８日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１  調達内容                               

（１）  特定役務の名称及び数量                       

     堀越ポンプ場電力供給 一式  

（２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

（３）  履行期間 平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日まで 

（４）  履行場所 福岡県北九州市小倉南区大字堀越３３６番地 

            堀越ポンプ場 

（５）  入札方法 総価により行う。なお、入札価格の算定については、燃

料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこととす

る。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）  北九州市上下水道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年北九州市水道局管理規程第２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。 
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（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。 

（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５月９日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

（１）  契約条項を示す場所及び日時 

   ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        北九州市上下水道局水道部浄水課 

 イ 日時 公告の日から平成３０年６月１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（

以下「日曜日等」という。）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

６月１日は、午前１０時４０分まで。 

（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 入札説明会は行わないものとする。 

（４）  競争参加の申出書の提出  

ア 郵送による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に書留

郵便により、平成３０年５月８日午後５時までに必着のこと。 

イ 持参による場合の競争参加申出書の受領期限 第１号アの場所に公告

の日から平成３０年５月９日まで（日曜日等を除く。）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分までに提出

のこと。 

（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５月３１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 北九州市小倉北区大手町１番１号 

小倉北区役所庁舎西棟地下２階第一入札室 

   イ 日時  平成３０年６月１日午前１０時４０分 

５ その他 

（１）  契約手続において使用する言語及び通貨
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ア 言語 日本語 

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、北九州市上下水

道局契約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５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は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

（８）  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 

北九州市上下水道局水道部浄水課 

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

電話 ０９３－５８２－３１５５ 

６ Summary 

（１） The contract item up for tender: 

      Power Supply to Horikoshi Relay Pumping Station 
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（２） Deadline of Tender（by hand）： 

 10:40a.m. June 1,2018 

（３） Deadline of Tender（by mail）： 

5:00p.m. May 31,2018 

（４） For further information，please contact： 

Water Purification Control Division，Water Service Department, 

Water and Sewer Bureau，City of Kitakyushu 
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