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北九州市告示第３２３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

、不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体を次のとおり認

可した。 

  令和３年９月８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 認可地縁団体の名称 

若松区第西１４区自治会 

２  規約に定める目的 

  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。

３ 区域 

  北九州市若松区棚田町３番１号から３３号まで、４番５号から２５号まで

、５番２号から２６号まで、６番１号から２２号まで、７番１１号から９２

号まで、８番４号から２０号まで、９番６号から３１号まで、１０番１号か

ら３０号まで、１３番１号から２６号まで及び１４番１号から１３号まで、

小糸町１番１号から３１号まで、２番３号から２８号まで、３番２号から２

６号まで、４番３号から２３号まで、５番３号から２８号まで、６番５号か

ら２６号まで、７番１号から２３号まで、８番２号から２０号まで、９番２

号から２０号まで、１０番２号から２０号まで、１１番１号から２２号まで

、１２番２号から２４号まで、１３番１号から３７号まで及び１４番１号か

ら１６号まで、迫田町３番１号から４５号まで、４番９号から２６号まで、

５番４号から６７号まで、７番１号から４６号まで、８番１７号から３６号

まで、９番３号から２３号まで、１０番１０号から４１号まで、１１番１号

から２７号まで、１２番２号から３３号まで、１３番１３号から２２号まで

、１４番１号及び１５番１号から５４号まで、上原町１３番１号から２０号

まで及び１４番１号から１３号まで、西畑町６番１９号から３９号まで、８

番２号から３０号まで及び９番４１号から７３号まで、中畑町１番４号から

３３号まで、２番８号から３１号まで、３番４号から３８号まで、４番１号

から５５号まで、５番４号から２８号まで、６番１号から２０号まで、７番

１号、８番１号から２５号まで、９番１号から３３号まで、１０番３号から

８９号まで、１１番１号、１２番３号から３６号まで、１３番１号から２３

号まで、１４番２号から２２号まで、１５番１号から１７号まで、１６番２

号から３２号まで、１７番４号から２５号まで、１８番４号から２６号まで

、１９番４号から２２号まで、２０番１号から４１号まで、２１番２号から
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４７号まで、２２番３号から４８号まで、２３番２２号から４５号まで及び

２４番１号から１８号まで並びに大字小石８５６番地５６から８５８番地１

２３まで、１４３７番地１から１４５６番地６まで、１５０１番地１から１

５８４番地４まで、１６０５番地１から１６８８番地１８まで、１７２６番

地１から１７５８番地１まで及び１８０２番地１から１８３９番地１８まで 

４ 主たる事務所 

  北九州市若松区中畑町１６番２８号 

５ 代表者の氏名 

  佐藤敦男 

６ 代表者の住所 

  北九州市若松区中畑町４番７号 

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  代表者の職務執行の停止の有無 なし 

  職務代行者の選任の有無 なし 

８ 代理人の有無 なし 

９ 規約に定める解散事由 

地方自治法第２６０条の２０の規定による。 

１０ 認可年月日 

令和３年９月８日 
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北九州市公告第６１８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。 

  令和３年９月８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治     

１ 売り払う物件 

 別表のとおり 

２ 契約条項を示す場所及び期間 

（１） 場所  

北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市建築都市局住宅部住宅整備課 

（２） 期間  

この公告の日（以下「公告日」という。）から令和３年１０月２０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 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間 

 （１） 場所 

  ア 北九州市小倉北区城内１番１号 

    北九州市建築都市局住宅部住宅整備課 

  イ 北九州市小倉北区城内１番１号 

    北九州市広報室広聴課 

ウ 各区役所総務企画課及び出張所 

（２） 期間  

公告日から令和３年１０月２０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 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間 

（１） 場所  

北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市建築都市局住宅部住宅整備課 

（２） 期間  

令和３年９月１７日から同月２７日まで（日曜日等を除く。）の毎日午

前９時から午後５時まで 

５ 入札及び開札の日時及び場所 
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（１） 入札日時  

別表のとおり 

（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 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

６ 入札に参加できる者の資格 

（１） 個人又は法人であること。 

 （２） 次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 北九州市が行う市有地売払いに関し、下記の事実があった後２年を経

過していない者 

  （ア） 入札を取り消されたことがある者 

  （イ） 落札者として資格を取り消されたことがある者 

  （ウ） 申込みを取り消されたことがある者 

  （エ） 正当な理由なく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項

の規定及び契約規則第２条の規定に該当する者 

  ウ 北九州市との信頼関係を損なう行為がある者 

  エ 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。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） 当該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年を経過していない者 

  （ウ） 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

   ａ 暴力団員が事業主又は役員となっている者 

   ｂ 実質的に暴力団員がその運営に関与している者 

   ｃ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用又は使用してい

る者 

   ｄ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若

しくは原材料の購入契約等を締結している者 

   ｅ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益を提供し、又は便宜を供与す

る等、暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
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   ｆ 自らの利益を得る等の目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 

   ｇ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を

有する等社会的に非難されるべき関係を有している者 

   （エ） （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 

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、北九州市に帰属 

する。 

８ 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。 

９ 入札の中止 

  特別の事情がある場合は、入札を中止し、又は延期することがある。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、北九

州市は補償の責めを負わない。 

１０ 先着順売払いについて 

   売払い物件について入札者がないとき、再度入札に付し落札者がないとき

、又は落札者が契約を締結しないときは、先着順により申請を受け付け、資

格審査の上、売り払う。 

 （１） 受付及び申請書の交付をする場所 

 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市建築都市局住宅部住宅整備課 

 （２） 受付及び申請書の交付をする期間 

   令和３年１１月１０日から令和４年５月３１日まで（日曜日等及び令和

３年１２月２９日から令和４年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

１１ 入札に係る問合せ先 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建築都市局住宅部住宅整備課 

  電話 ０９３－５８２－２５４８ 

別表  

番 売 り 払 う 物 件  

号 所 在 地 地 

目 

実測面積 

（㎡）

最低売却価格 

（円）

入 札 日 時 
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１ 八幡東区西丸山

町７９９番３０ 

宅地 137.53 2,180,000 令和３年１０月

２０日午前９時

３０分 

２ 八幡東区西丸山

町８１３番３５ 

宅地 103.53 2,190,000 令和３年１０月

２０日午前１０

時 

３ 八幡東区東丸山

町１３２番１７ 

宅地 156.22 4,040,000 令和３年１０月

２０日午前１０

時３０分 

４ 八幡東区西丸山

町１４５番３８

外１筆 

宅地 302.84 2,460,000 令和３年１０月

２０日午前１１

時 

５ 八幡東区西丸山

町１４５番２外

３筆 

宅地 335.51 3,230,000 令和３年１０月

２０日午前１１

時３０分 
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工事名 日明東２号上屋照明設備改修電気工事
工事場所 北九州市小倉北区西港町
工事内容 日明東２号上屋照明設備の改修電気工事
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１４日まで
予定価格 １，２３０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 電気工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ又はＢ
許可 電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）につい
て、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたも
のを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
　１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
　予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
　電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事又は軽微な工事（注３）を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
　　協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
　を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
  費税相当額を含む。）の本市が発注した電気工事（信号機若しくは電気計装設備に係る工事
　又は軽微な工事（注３）を除く。）で令和３年９月６日から本件開札日までの間に開札する
　ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができること。

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。
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７）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
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

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
日時 令和３年１０月５日　午前９時８分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

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。） 手持工事等

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　令和３年９月３０日及び令和３年１０月１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月４日　午前９時から午後４時３０分まで

６　開札の場
　所及び日時

（１）　この公告の日から令和３年９月１３日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月１４日　午前９時から正午まで

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

８　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

北九州市公告第６１９号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項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。
　　令和３年９月８日
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注４　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第

９　その他

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注７　この公告第３項及び第４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１７
　８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。

　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の

　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約

　一時中止をいう。

（３）　この工事は、現場代理人の兼任を認める要件に該当すれば、他の工事と重複して現場代理人となるこ
　とができる工事である。兼任を認める要件については、北九州市技術監理局契約部ホームページに掲載した
　「現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領」を参照すること。

　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

注５　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
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工事名 下曽根駅前線道路改築工事（３－１）
工事場所 北九州市小倉南区下曽根一丁目ほか
工事内容 工事延長　２３２．９メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 ３，４２４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ｂ
許可 土木工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市門司区内、小倉北区内又は小倉南区内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
  の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格１，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を
　含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

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。
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８）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
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

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
日時 令和３年１０月５日　午前９時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

北九州市公告第６２０号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月８日
。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。
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争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

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　令和３年９月３０日及び同年１０月１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月４日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月１３日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月１４日　午前９時から正午まで

契約保証金

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。） 手持工事等

８　入札の無
　効

（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

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
　一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
　第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
　定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４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１７
　８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２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注３　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
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工事名 丸山団地第１工区市営住宅特殊基礎工事
工事場所 北九州市門司区丸山二丁目４番
工事内容 市営住宅の特殊基礎工事
工期 請負契約締結の日から令和４年２月１３日まで
予定価格 ４，９９６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 とび・土工・コンクリート工事（希望順位を問わない。）
許可 とび・土工工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可を受けていること。

実績

次の指名実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。以下同じ。）又は施工実績
を有すること。
（１）指名実績については、次のいずれの条件も満たす北九州市（上下水道局、交通局及び公
　営競技局を含む。以下「本市」という。）が発注した特殊基礎工事（杭工事）の実績を有す
　ること。
　ア　平成２８年度以降の指名であること。
　イ　予定価格３，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）であること。
　ウ　建築工事一式又は土木工事一式に含まれる杭工事を除く。
（２）施工実績については、次のいずれの条件も満たす国又は地方公共団体が発注した特殊基
　礎工事（杭工事）を元請として施工した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員と
　しての実績は、代表構成員としてのものに限る。
　ア　平成２３年度以降に受注し、令和３年３月３１日までに完成し、又は引渡しが完了した
　　もの。
　イ　当初契約金額３，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）であること
　　。
　ウ　建築工事一式又は土木工事一式に含まれる杭工事を除く。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技術者（直
接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができること。

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。
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
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

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
日時 令和３年１０月１２日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

　　令和３年９月８日

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争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

（１）　令和３年１０月７日及び同月８日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月１１日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月２７日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月２８日　午前９時から正午まで

６　開札の場
　所及び日時

契約保証金

８　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。

（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

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に

北九州市公告第６２１号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

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。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

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。

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（１）　この工事は、工法について一定の基準を求めているので、仕様書等を確認すること。

（３）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
（２）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

12



　規定する有資格業者名簿をいう。

　８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２　この公告第３項及び第４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１７
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工事名 改修（統合）第二響灘大橋橋面改良工事（３）
工事場所 北九州市若松区響町一丁目
工事内容 工事長　２０５メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 １億８６８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を
　含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
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。
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８）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
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

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
日時 令和３年１０月５日　午前９時５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

（１）　令和３年９月３０日及び同年１０月１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月４日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月１３日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月１４日　午前９時から正午まで

契約保証金

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。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（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

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第６２２号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月８日
。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。
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

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争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

６　開札の場
　所及び日時
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４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１７
　８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　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。
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工事名 折尾土地区画整理事業（東筑一丁目）補強土工事（３－１）
工事場所 北九州市八幡西区東筑一丁目
工事内容 工事延長　５２メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月１５日まで
予定価格 ５，６５８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
  体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を
　含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
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。
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８）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
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

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
日時 令和３年１０月５日　午前９時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
ずれかに該当する場合は、免除する。

９　その他

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

（１）　令和３年９月３０日及び同年１０月１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月４日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から令和３年９月１３日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月１４日　午前９時から正午まで

契約保証金

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。） 手持工事等

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。

（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

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。

８　入札の無
　効

北九州市公告第６２３号
　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

　　令和３年９月８日
。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。
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

（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　この公告に示した競争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

６　開札の場
　所及び日時
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注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
　２０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の
一時中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工
　事請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款
第２６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
　約款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規
定する協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４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１７
　８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　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

注１　北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
　規定する有資格業者名簿をいう。
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北九州市公告第６２４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て適用する

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。 

    令和３年９月８日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      家庭ごみ収集用指定袋 １ , ０９０万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  令和４年５月３１日 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

（５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期  

  いずれも入札期日の前日から起算して２４日前までに公告する。 

ア ９７０万枚 令和３年１１月頃 

  イ ８７０万枚 令和４年２月頃 

  ウ １，０４５万枚 令和４年５月頃 

  エ ９１７万枚 令和４年７月頃 

（６） 入札方法  総価により行う。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１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０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。 

（７） 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。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得
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て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  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） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

日以前の５年間に、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。

）又は北九州市の外郭団体及びこれに準じる団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（納入数量の合計が２１８万枚以上であるものに

限る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  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、令和３年

９月２８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。）

に競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  日時  この公告の日から令和３年１０月１９日まで（日曜日等を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法   

19



北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和３年９月２８日まで（日曜日等を除く。）の毎

日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和３年９月２８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３

０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承 

  諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和３年１０月６日から同月１８日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１９日午前９時から

午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和３年１０月１８日午後５時までに必着のこと。 
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  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和３年１０月１９日午後２時１０分 

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 

    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、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  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  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 

  （４） 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） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

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 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（１）  Product and Quantity     

Purchase of Clear plastic bag for household garbage      

Quantity: 10,900,000 sheets    

  （２）  Deadline for the submission of tender      

For tenders via the electronic bidding system :      
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2:00p.m., October 19, 2021  

For tenders submitted by mail :      

5:00p.m., October 18, 2021  

（３）  For further information, please contact: Contracts Division,          

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第６２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の３８第 1 項の規定によ 

り、認可地縁団体から、所有不動産の所有権移転登記等に係る公告の申請があ 

ったので、同条第２項の規定により次のとおり公告する。当該不動産の所有権 

移転登記等について異議がある当該不動産の登記関係者等は、次に定めるとこ 

ろにより、北九州市長に対して異議を述べなければならない。 

  令和３年９月８日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所 

（１） 名称 有毛自治会 

（２） 区域  北九州市若松区大字有毛４７番、９３番、９６番、９９番２ 

、１０５番５、１２０番９、１８０番、１９５番１１、１９６番、１９８

番６、２０４番２、２２０番１、２６４番、２６４番２、３０５番、３０

６番、３１０番、３１６番、３３７番、３４９番、３６０番、３６６番１ 

、３７２番、３７３番６、３７６番、３７７番、４５７番１、４７１番４ 

、４８８番、４９２番、４９３番、４９４番、４９７番、４９８番、４９

９番、５８９番４、６０８番、６４２番、６４９番１、６６０番１、６６

２番、６６６番、６６７番、６７４番１、６７７番、６８１番５、６８１

番７、６８１番８、６８２番１、６８２番４、６８２番５、６８２番６、

６８３番、６８４番、６８８番４、６９４番、７２８番、７５２番１、７

５３番、７５６番１、８７８番１２、８９７番１１、１０７８番６、１０

７８番１３、１０７９番２、１０８５番、１０８８番、１０９２番、１０

９５番１、１１０１番、１１０３番、１２１３番２、１２５４番、１２６

０番９、１２６０番３２、１２６０番３３、１２８３番２、１３０２番１ 

、１３０４番、１３０９番、１３２６番６、１５０７番、１５１２番、１

５３２番、１５３４番、１５４１番、１５４６番、１５９０番、１５９２

番、１６０６番、１６０８番、１６１０番、１６２３番２、１６３７番、

１６５４番、１６６１番、１６６８番１、１６６８番２、１６６８番３、

１６７０番３、１６８７番、１６９９番、１７０４番、１７０７番、１７

１１番、１７３８番２、１７４０番１、１７４０番２、１７４０番５、１

７４９番１０、１７５０番７、１７６３番、１７６３番１、１７６５番、

１７７１番１０、１７７２番、１７７４番、１７７５番１、１７７９番、

１７８８番、１７８８番２、１７９３番１、１７９５番、１７９７番、１

８０１番、１８１５番４、１８１６番１、１８５０番３、１８５０番５、

１８５０番９、１８５１番５、１８７３番、１９１４番２、１９１４番３ 
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、１９２３番、１９３６番、１９３７番、１９６８番３、１９６９番、２

１０９番６、２１０９番７、２２５３番１、２２５３番２、２２６９番１ 

、２２９２番、２３１３番、２３２５番２、２３２５番１１、２５６２番

２、２５６５番、２５７３番３、２５７５番５、２５７５番６、２５８１

番４、２５８６番１、２５８８番、２６２２番２、２６４２番、２６４８

番、２６４９番、２６５０番、２６５２番、２６６１番、２６６２番２、

２９７４番、２９７５番、２９８８番、２９９１番４、２９９７番、２９

９８番２、３０００番、３０１６番、３０１８番、３０２３番及び３０４

３番 

（３）  主たる事務所 北九州市若松区大字有毛６８２番地１ 

２ 申請書の様式に記載された申請不動産に関する事項 

地 目 面積 所在地 

表題部所有者又は所有権の登記名

義人 

氏名又は名称 住所 

山 林 １，８０９

平方メート

ル 

北九州市若松

区大字有毛３

７６番 

大庭藤一 北九州市若松区大

字有毛 

吉住政吉 北九州市若松区大

字有毛 

松浦清右ヱ門 北九州市若松区大

字有毛 

た め

池 

４５４平方

メートル 

北九州市若松

区大字有毛１

２８３番２ 

大字有毛  

保 安

林 

１９平方メ

ートル 

北九州市若松

区大字有毛１

６６８番２ 

天野熊太郎 北九州市若松区大

字有毛３１０番地

能間太一郎 北九州市若松区大

字有毛１５３２番

地 

守田栄作 北九州市若松区大

字有毛１６８２番

地 

吉住佐一郎 北九州市若松区大

字有毛１７７５番

地 

豊島德松 北九州市若松区大

字有毛２６６１番

地 

保 安

林 

２９平方メ

ートル 

北九州市若松

区大字有毛２

２５３番２ 

天野熊太郎 北九州市若松区大

字有毛３１０番地

能間太一郎 北九州市若松区大

字有毛１５３２番
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 地 

守 田栄作 北九州市若松区大

字有毛１６８２番

地 

吉住佐一郎 北九州市若松区大

字有毛１７７５番

地 

豊島德松 北九州市若松区大

字有毛２６６１番

地 

３ 申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べ

ることができる者の範囲 

  申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの

相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

４ 異議を述べることができる期間及び方法 

（１） 期間 令和３年９月８日から同年１２月８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。） 

（２） 方法 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書（地方自治法施行  

規則（昭和２２年内務省令第２９号）別記申出書様式）に必要事項を記載

し、申請不動産の登記事項証明書、住民票の写し及び所有権を有すること

を疎明するに足りる資料を添えて、持参又は郵送（令和３年１２月８日ま

でに必着のこと。）により下記へ提出すること。 

（３） 提出先及び本件に係る問合せ先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市市民文化スポーツ局地域・人づくり部地域振興課 

   電話 ０９３－５８２－２１１１ 
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工事名 曽根新田１４号雨水幹線（その４）管渠築造工事
工事場所 北九州市小倉南区大字朽網

工事内容 三面張水路　管渠
きょ

工（開削）　１１９．３８メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から令和４年３月３１日まで
予定価格 １億３，６９１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所が北九州市内にあること。

実績

平成２８年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び公営競技局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
土木工事（軽微な工事（注３）を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として指名
の実績（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）又は契約の実績があること。
（１）　競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が令和２年度又は令和３年度
  に発注した予定価格（注４）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）
　の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）を単
　体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合
　は、この限りでない。
　ア　北九州市技術監理局契約部が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者で
　　あるとき。
　イ　工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
　　間中であるとき。
　ウ　当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
　　協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
　　の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２）　本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
　）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
　令和３年９月６日から本件開札日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を
　含む。）でないこと。

技術者
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において雇用関係
が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置することができる
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。
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８）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
　請書の提出
　期間
５　入札書の
　受付期間

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
日時 令和３年１０月５日　午前９時
最低制限価格 設ける。
入札保証金 免除する。

契約保証金
契約金額の１００分の１０以上の額。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２号のいずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から令和３年９月１３日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　令和３年９月１４日　午前９時から正午まで

（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
（３）　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
（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
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）　この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２）　入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

８　入札の無
　効

北九州市上下水道局公告第１１３号

手持工事等

　次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２

１　工事概要

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。）

　　令和３年９月８日

道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　兼  尾　明  利

９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。

（１）　令和３年９月３０日及び同年１０月１日　午前９時から午後７時まで
（２）　令和３年１０月４日　午前９時から午後４時３０分まで
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９　その他

注５　北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第２
　０条、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時
中止をいう。
注６　北九州市工事請負契約約款第２６条第５項及び第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事
　請負契約約款第２６条第５項及び第６項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２
　６条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７　北九州市工事請負契約約款第２６条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約
　款第２６条第７項、公営競技局が発注した工事にあっては北九州市公営競技局工事請負契約約款第２６条第７項）に規定す
る協議をいう。
注８　この公告第３項及び第４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　北九州市工事執行規則（昭和４９年北九州市規則第７７号）第１８条の規定による軽微な工事をいう。
注４　合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。

注２　建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。

（３）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
　）とする。

　号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
　）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９
注１　北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８号

　録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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