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告示 
 

甲府市告示第２６９号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

平成２７年７月１日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができ  

る「認知症カフェ」を開設し運営する。 

 

３ 事業期間 

  平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 

  委託期間は、単年度とする。 

 

４ 参加資格要件  

次の全ての条件を満たす者とする。 

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能 

な法人であること。 

（２）事業を着実に実行することができ適切な事業運営が確保できることを市長が  

認める団体であること。 

（３）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。  

（４）甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定す  

る暴力団員等でないこと。 

（５）市税を滞納していない団体であること。  

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず 

れにも該当していないこと。 

（７）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 

がなされている者でないこと。 

（８）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立て 

がなされている者でないこと。 

 

５ 募集要領等の配布 
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配布期間：平成２７年７月１３日（月）～７月２４日（金） 

日曜日、土曜日及び国民の休日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日を除く。 

午前９時～午後５時 

配布場所：甲府市福祉部長寿支援室高齢者福祉課 

山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

甲府市役所本庁舎２階 高齢者福祉課窓口(４番)  

配布方法：直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペ

ージ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手す

る場合は、この限りでない。 

 

６ 公募申込書等の提出期限及び提出場所  

募集要領参照  

 

７ 連絡先 

甲府市福祉部長寿支援室高齢者福祉課  

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４ 

ＦＡＸ：０５５－２３６－０１１８ 
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                          甲府市告示第２７０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上町字年代１０４５番７及び１０４６番４ 

以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市古府中町６０１０番地１０ 

大 森 雄 介 
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甲府市告示第２７１号   

 

 平成２７年度の甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号。以下「条

例」という。）第１４条第１項に規定する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率

及び第１３条の２第１項に規定する基礎賦課額から減額する額、第１４条の５の５

第１項に規定する一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率及び第

１３条の２第４項において準用する同条第１項に規定する後期高齢者支援金等賦課

額から減額する額並びに第１４条の９第１項に規定する介護納付金賦課額の保険料

率及び第１３条の２第５項において準用する同条第１項に規定する介護納付金賦課

額から減額する額を、第１４条第３項（第１３条の２第３項において準用する場合

を含む。）、第１４条の５の５第３項（第１３条の２第４項において準用する場合を

含む。）及び第１４条の９第３項（第１３条の２第５項において準用する場合を含

む。）の規定により告示する。 

 

  平成２７年７月１日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 条例第１４条第１項第１号の所得割          １００分の８．４９ 

２ 条例第１４条第１項第２号の被保険者均等割        ２４，３００円 

３ 条例第１４条第１項第３号の世帯別平等割 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      ２４，５００円 

   （２） 特定世帯                   １２，２５０円 

   （３） 特定継続世帯                 １８，３７０円 

４ 条例第１３条の２第１項第１号アに規定する額       １７，０１０円 

５ 条例第１３条の２第１項第１号イに規定する額 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      １７，１５０円 

   （２） 特定世帯                    ８，５７５円 

（３） 特定継続世帯                 １２，８５９円 

６ 条例第１３条の２第１項第２号アに規定する額       １２，１５０円 

７ 条例第１３条の２第１項第２号イに規定する額  

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯      １２，２５０円 

（２） 特定世帯                    ６，１２５円 

（３） 特定継続世帯                  ９，１８５円 

８ 条例第１３条の２第１項第３号アに規定する額        ４，８６０円 

９ 条例第１３条の２第１項第３号イに規定する額  

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ４，９００円 

（２） 特定世帯                    ２，４５０円 

（３） 特定継続世帯                  ３，６７４円 

 

１０ 条例第１４条の５の５第１項第１号の所得割      １００分の２．０６ 
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１１ 条例第１４条の５の５第１項第２号の被保険者均等割    ７，３００円 

１２ 条例第１４条の５の５第１項第３号の世帯別平等割 

   （１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ５，６００円 

（２） 特定世帯                    ２，８００円 

（３） 特定継続世帯                  ４，２００円 

１３ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ５，１１０円 

１４ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ３，９２０円 

（２） 特定世帯                    １，９６０円 

（３） 特定継続世帯                  ２，９４０円 

１５ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ３，６５０円 

１６ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       ２，８００円 

（２） 特定世帯                    １，４００円 

（３） 特定継続世帯                  ２，１００円 

１７ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号アに規定する額 

                               １，４６０円 

１８ 条例第１３条の２第４項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

（１） 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯       １，１２０円 

（２） 特定世帯                      ５６０円 

（３） 特定継続世帯                    ８４０円 

１９ 条例第１４条の９第１項第１号の所得割       １００分の２．１２ 

２０ 条例第１４条の９第１項第２号の被保険者均等割      ８，６００円 

２１ 条例第１４条の９第１項第３号の世帯別平等割       ５，３００円 

２２ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号アに規定する額  

                               ６，０２０円 

２３ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第１号イに規定する額  

                               ３，７１０円 

２４ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号アに規定する額  

                               ４，３００円 

２５ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第２号イに規定する額  

                               ２，６５０円 

２６ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号アに規定する額  

                               １，７２０円 

２７ 条例第１３条の２第５項において準用する同条第１項第３号イに規定する額 

                               １，０６０円 
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甲府市告示第２７２号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成２７年７月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   甲府市国民健康保険料納入通知書  

２ 発送日   平成２７年６月１日 

３ 項 目   国民健康保険料過年３期分（平成２６年度相当分） 

４ 納期限   平成２７年６月３０日 

（納期限を平成２７年７月３１日に再指定） 

５ 納付場所  甲府市指定金融機関 

甲府市収納代理金融機関 

ゆうちょ銀行・郵便局 

甲府市税務部収納管理室収納課 

甲府市市民部市民総室国民健康保険課 

窓口センター 

甲府市指定コンビニエンスストア  

６ 納付義務者 別紙のとおり（１件） 
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                          甲府市告示第２７３号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  平成２７年７月３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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 甲府市告示第２７４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。   

  

平成２７年７月３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号       （業務委託）第４４４号 

（２）業務名称       甲府市環境センター消防設備点検業務委託 

（３）履行期間       契約締結日から平成２８年３月１８日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポンプ  

・防災用品・消火器」で登録されている者であること。  

（３）本委託を遂行するための有資格者（仕様書で定める消防設備点検資格者、若

しくは消防設備士）を雇用していること。 

（４）仕様書で定める業務を自社で一括して請負うことができること。 

（５）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

していない者であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指  

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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（１０）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２７年７月３日（金）～平成２７年７月１３日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

（２）配付場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４（甲府市環境センター管理棟１階） 

電話０５５－２４１－４３１１ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ／事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型）から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２７年７月３日（金）～平成２７年７月１３日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

イ 場所 甲府市環境部環境総室総務課 

甲府市上町６０１番地４（甲府市環境センター管理棟１階）  

電話０５５－２４１－４３１１ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年７月２４日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所  甲府市環境センター管理棟３階「大会議室」 

甲府市上町６０１番地４ 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
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   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２７５号  

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第１１ 

条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の自転

車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施行規則

（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成２７年７月３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所 

     山交北側歩道 

     信玄公像付近・郵便局前 

     甲府駅南口第２自転車駐車場東道路 

     吉野家東・吉野家前・ロータリー 

     新駐輪場入口付近・平和通りファミリーマート付近 

     陸橋下歩道・モスバーガー前 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等 

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２７年６月３０日（火） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活センター 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口仮設自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１０００円・原動機付自転車２０００円） 
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甲府市告示第２７６号  

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）第１１ 

条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域の自転

車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施行規則

（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成２７年７月３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所 

     山梨県立図書館西側駐輪場南道路 

     甲府駅北口階段下南 

     甲府駅北口信号北東 

     ＮＨＫ前Ｐ 

     ＮＨＫ前 味幸店前 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等 

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２７年６月３０日（火） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活センター 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口仮設自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１０００円・原動機付自転車２０００円） 
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                          甲府市告示第２７７号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市宮原町字櫻林１３９番４及び１４４番４ 

以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   山梨市小原東５１２番地の１ 

    飯 島 信 二 
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                          甲府市告示第２７８号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市里吉三丁目９７８番１から９７８番１０まで 

以上１０筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、ゴミ置場及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市相生一丁目１６番１６号 

    有限会社セントラルホームズ 

    代表取締役 雨 宮  孝 
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                          甲府市告示第２７９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２７年７月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字年代３３４番１及び３３４番８から３３４番１４まで 

   以上８筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び水路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市高畑三丁目３番３号 

    有限会社しまや 

    代表取締役 片川 学 
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                          甲府市告示第２８０号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２７年７月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）１１８号 

工事名 善誘館小学校屋内運動場リニューアル（建築主体）工事 

工事場所 甲府市朝気一丁目２番５２号 

工事概要 

１ 工事内容 

屋内運動場リニューアル 

鉄骨造 平屋建て 床面積７２５㎡ 

外部改修 一式 

内部改修 一式 

２ 工期 平成２７年１１月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３７，１４６，６００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の新築、改築、増築工事等。

ただし、１件の工事請負額が、 

１，８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２７年７月８日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２７年７月１７日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札日時 
平成２７年８月４日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２７年８月７日 

12 開札日時 
平成２７年８月１３日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 平成２７年８月１４日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２７年８月１１日まで 

２ 回答 平成２７年８月１２日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２７年８月１２日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２８１号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２７年７月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）１１９号 

工事名 
（仮称）甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場建設（建築主体） 

工事 

工事場所 甲府市丸の内一丁目５６２－４、５６３－７ 

工事概要 

１ 工事内容 

駐輪場新設工事（７０７台 内訳：サイクル 

ラック６９２台、平１５台） 

用途：自転車置場 

構造：鉄骨造 

規模：３階建て 建築面積４１３．１９㎡ 

延べ面積１，２１６．１２㎡ 

２ 工期 平成２８年２月１２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６６，９０５，３６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

鉄骨造等による公共施設等の新築、改 

築、増築工事等。ただし、１件の工事 

請負額が、８，３００万円以上の実績 

に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２７年７月８日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２７年７月１７日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札日時 
平成２７年８月４日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２７年８月７日 

12 開札日時 
平成２７年８月１３日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 平成２７年８月１４日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

施工計画書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２７年８月１１日まで 

２ 回答 平成２７年８月１２日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２７年８月１２日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２８２号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）１２４号 

工事名 甲運小学校給食室増改築（電気設備）工事 

工事場所 甲府市川田町６５番地２ 

工事概要 

１ 工事内容 

甲運小学校給食室増改築工事（鉄骨造 平屋建て 

延べ面積２８１㎡）に伴う電気設備工事 

・高圧受変電設備 １式 

・幹線設備 １式 

・既設幹線設備改修 １式 

・動力設備 １式 

・電灯コンセント設備 １式 

・構内交換設備 １式 

・拡声設備 １式 

・インターホン設備 １式 

・テレビ共同受信設備 １式 

・自動火災報知設備 １式 

・機械警備配管設備 １式 

２ 工期 平成２８年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，６４６，２８０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 
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３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、

１件の工事請負額が９００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月４日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２８３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）１３２号 

工事名 国母小学校給食室増改築（電気設備）工事 

工事場所 甲府市国母四丁目１番１０号 

工事概要 

１ 工事内容 

国母小学校給食室増改築工事（鉄骨造 平屋建て 

延べ面積３００㎡）に伴う電気設備工事 一式 

幹線動力設備、電灯コンセント設備、電話設備等 

２ 工期 平成２８年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５，５６１，７２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、

１件の工事請負額が７００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 
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４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月４日 

午前１０時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２８４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）１２２号 

工事名 国母小学校給食室増改築（機械設備）工事 

工事場所 甲府市国母四丁目１番１０号 

工事概要 

１ 工事内容 

国母小学校給食室増改築工事（鉄骨造 平屋建て 

延べ面積３００㎡）に伴う機械設備工事 

・給排水衛生設備 １式 

・都市ガス設備 １式 

・冷暖房、換気設備 １式 

２ 工期 平成２８年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２８，０４４，３６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、

１件の工事請負額が１，４００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 
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３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月４日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２８５号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）１２３号 

工事名 甲運小学校給食室増改築（機械設備）工事 

工事場所 甲府市川田町６５番地２ 

工事概要 

１ 工事内容 

甲運小学校給食室増改築工事（鉄骨造 平屋建て 

延べ面積２８１㎡）に伴う機械設備工事 

・給排水衛生設備工事 １式 

・ガス設備（ＬＰＧ）工事 １式 

・冷暖房、換気設備工事 １式 

２ 工期 平成２８年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，８７４，９６０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、

１件の工事請負額が１，４００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 
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３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月４日 

午前１０時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２８６号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （建具）１２９号 

工事名 東小学校給食室増改築事業に伴う既存建具改修工事 

工事場所 甲府市朝気一丁目１４番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

東小学校給食室増改築事業に伴う既存建具改修工 

事 一式 

給食室増改築事業に伴い既存校舎建具を防火設備 

へ改修する。２５箇所 

２ 工期 平成２７年１０月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３，６７６，０４０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

建具 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）５００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建具工事。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 
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３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月４日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第２８７号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき､市道路線を次のよ

うに認定する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、この告示

の日から平成２７年７月２１日まで一般の縦覧に供する。 

 

  平成２７年７月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

路線番号 路線名 起点 

終点 

重要な 

経過地 

１６３３ 下積翠寺町線 甲府市下積翠寺町字釈迦堂１３１番６地先 

甲府市下積翠寺町字釈迦堂１１９番１地先 

な し 
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                          甲府市告示第２８８号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり

道路の区域を決定する。その関係図面は､建設部まち保全室道路河川課において、

この告示の日から平成２７年７月２１日まで一般の縦覧に供する。  

 

  平成２７年７月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   １６３３ 

３ 路線名    下積翠寺町線 

４ 道路の区域 

区間 幅員 

（ﾒｰﾄﾙ） 

延長 

（ﾒｰﾄﾙ） 

備考 

甲府市下積翠寺町字釈迦堂１３１番６地先から  

甲府市下積翠寺町字釈迦堂１１９番１地先まで  

４．７５～ 

９．００ 

７６．２  
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                          甲府市告示第２８９号  

 

 次の無効である介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例  

施行規則（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により告示する。  

 

  平成２７年７月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号並びに住所及び氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第２９０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１６９号 

（２）物件名   東小学校給食室備品パススルー冷蔵庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後２時２０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７０号 

（２）物件名   東小学校給食室備品靴消毒保管庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後２時５０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７１号 

（２）物件名   東小学校給食室備品移動台（ドライ用）他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後３時２０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７２号 

（２）物件名   甲運小学校給食室備品パススルー冷蔵庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後２時３０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７３号 

（２）物件名   甲運小学校給食室備品靴消毒保管庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後３時００分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７４号 

（２）物件名   甲運小学校給食室備品移動台（ドライ用）他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後３時３０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７５号 

（２）物件名   国母小学校給食室備品パススルー冷蔵庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後２時４０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７６号 

（２）物件名   国母小学校給食室備品靴消毒保管庫他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後３時１０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７８号 

（２）物件名   国母小学校給食室備品移動台（ドライ用）他 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後３時４０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２９９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１１７９号 

（２）物件名   避難所用マット 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または本社を有する者であること。 

（２）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。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。 

（８）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 
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（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後３時５０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 

除する。 

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３００号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１２３６号 

（２）物件名   相生福祉センター機能訓練室用備品 

（トレッドミル他） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）山梨県内に本店または営業所を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、業種が「医療器具」で

登録されている者であること。 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後１時３０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 
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かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 

除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３０１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１２３７号 

（２）物件名      相生福祉センター什器等備品 

（スタッキングチェア他） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または本社を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後１時４０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 
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かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 

除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）本物件落札者は、第１２３８号「保健センター什器等備品（両開き書庫

他）」、第１２３９号「相生福祉センター什器等備品（座卓テーブル他）」

の入札に参加することはできない。 

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３０２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１２３８号 

（２）物件名   保健センター什器等備品（両開き書庫他） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または本社を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後１時５０分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）この物件は、第１２３７号「相生福祉センター什器等備品（スタッキングチ

ェア他）」を落札した者は、入札に参加できない。 

また、本物件落札者は、第１２３９号「相生福祉センター什器等備品（座卓

テーブル他）」の入札に参加することはできない。 

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

76



甲府市告示第３０３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

（１）入札番号     第１２３９号 

（２）物件名   相生福祉センター什器等備品（座卓テーブル他） 

（３）品質・規格・数量など 入札説明書による 

（４）納入期限   入札説明書による 

（５）納入場所   入札説明書による 

（６）予定価格   公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者。 

（１）甲府市内に本店または本社を有する者であること。 

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

（９）当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 平成２７年７月９日（木）～平成２７年７月２２日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月３日（月） 午後２時００分 

（２）場 所  甲府市役所本庁舎６階入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間 

に国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じ 

くする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、 

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免 
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除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）この物件は、第１２３７号「相生福祉センター什器等備品（スタッキングチ

ェア他）」、第１２３８号「保健センター什器等備品（両開き書庫他）」を落

札した者は、入札に参加できない。 

（６）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

79



                          甲府市告示第３０４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは  

いつでも交付する。 

 

  平成２７年７月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２７年度市民税・県民税 税額決定兼納税通知書

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市税務部税務総室市民税課 
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甲府市告示第３０５号  

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  平成２７年７月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所並びに被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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                                           甲府市告示第３０６号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。  

 

平成２７年７月１３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

    甲府市観光マーケティング調査等業務 

２ 業務概要 

山梨県の平成２６年観光入込客数は、３，０００万人を突破し、訪日外国人客

の延べ宿泊数においては９４万２千人（前年比１９１．３％）となり、全国１位

の伸び率となった。特に、富士・東部圏域は、県全体の観光客の４６％を占め、

伸び率も高い状況である。 

甲府市における観光入込客数は２８６万５千人（前年比９５．６％）で県全体

の９．５％、訪日外国人客の延べ宿泊数は１万２千人（前年比１２５．２％）で

県全体の１．２％にすぎない状況であり、県全体の伸び率等と比較しても、甲府

市はその恩恵を享受できていないことが解る。 

こうした中、本市では、平成３１年に迎える開府５００年と、平成３２年の東

京オリンピック・パラリンピックを交流人口拡大の絶好の機会と捉え、本年度か

ら計画期間を５年間とする「第２次甲府市観光振興基本計画」を策定したところ

である。 

このような状況を踏まえ、本業務は、甲府市が有する観光資源を最大限に活用

し、甲府市内に滞在する観光客を増やすため、観光客のニーズや傾向を調査し、

効果的なプロモーションや観光メニューの更なる充実を図るとともに、ニーズ等

を捉えたプロモーションを年度内に実施し、誘客を図ることを目的に行うもので

ある。 

業務を委託するに当り、広範囲にわたる基礎データの収集や、観光客のニーズ

等を把握・分析し、これを反映したプロモーション等を立案していくには、豊富

な経験と専門知識を有する事業者から広く企画提案を募集し、より優れた提案を

採用する必要があるため、「公募型プロポーザル」方式による選考を実施する。 

３ 履行期間 

   契約締結の日から平成２８年３月３１日までとする。 

４ 参加資格条件 

  本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のい

ずれにも該当していない者であること。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき更正手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てが
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なされている者でないこと。 

（３）告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で

あってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）平成２２年度から平成２６年度までに、国又は地方公共団体等が発注した

類似業務の受託実績を１件以上有していること。 

（６）税の滞納がない者であること。 

５ 手続等 

（１）甲府市観光マーケティング調査等業務公募型プロポーザル実施要領（以下

「公募型プロポーザル実施要領」という。）等の配布公募型プロポーザル実

施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市ホームページにて公表するので、

適宜ダウンロードすること。 

（２）参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市産業部産業振興室観光課（担当：志村） 

〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５７０２ 

ＦＡＸ：０５５－２２７－８０６５ 

電子メール：sangkaka@city.kofu.lg.jp 
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                          甲府市告示第３０７号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  平成２７年７月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市小瀬町字五反田９１７番１から９１７番９まで並びに字北屋敷 

   ５３３番１及び５３３番４から５３３番８まで 

   以上１５筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、ゴミ置場及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都台東区東上野四丁目２７番３号 

    東京セキスイハイム株式会社 

    代表取締役社長 神𠮷 利幸 
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                         甲府市告示第３０８号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

平成２７年７月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        平成２６年度市県民税第１期督促状 

             平成２６年度市県民税第２期督促状 

             平成２６年度市県民税第３期督促状 

平成２６年度市県民税第４期督促状 

平成２６年度市県民税過年第４期督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室収納課  
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甲府市告示第３０９号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２７年７月１４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       平成２７年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市税務部税務総室資産税課 
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                          甲府市告示第３１０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市川田町字正里４６５番３、４７４番２及び４７５番 

以上３筆及び水 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都府中市本宿町二丁目２１番地の３ 

    松 村 和 幸 
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                          甲府市告示第３１１号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

平成２７年７月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        参加差押通知書  税発第９７５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市税務部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第３１２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２７年７月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     業務委託 第５３４号 

（２）業務名称     保健センター（健康衛生課）移転業務  

（３）履行期間     契約締結日から平成２７年９月２５日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）山梨県内に本店または営業所を有する者であること。  

（２）甲府市の物件供給競争入札参加資格の認定において、業種が「運送業務」で

登録されている者であること。  

（３）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。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で 

あってその役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指  

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２７年７月１７日（金）～平成２７年７月２８日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉部福祉総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２７年７月１７日（金）～平成２７年７月２８日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉部福祉総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時  平成２７年８月１７日（月） 午後２時００分 

 

（２）場 所  甲府市役所  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎７階（会議室７－１） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす
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る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第３１３号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  平成２７年７月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       平成２６年度介護保険料第７期分督促状 

            平成２６年度介護保険料第８期分督促状 

            平成２６年度介護保険料第９期分督促状 

            平成２７年度介護保険料過年度第１期分督促状  

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市税務部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第３１４号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送したとこ

ろ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、国税徴収法（昭和３４年４月

２０日法律 第１４７号）第５４条の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

平成２７年７月１７日 

 

甲府市長 樋口 雄一 

 

１ 書 類 名   差押調書謄本 

２ 発 送 日   平成２７年７月８日 

３ 返 戻 日   平成２７年７月１０日 

４ 通 知 者   （省略） 

５ 保管場所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市 市民部 市民総室 国民健康保険課 
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                          甲府市告示第３１５号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第３１６号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月２１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第３１７号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２７年７月２１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号     （業務委託）第５３９号 

（２）業務名称     旧甲府市役所中道支所等不要什器処分業務委託 

（３）履行期間     平成２７年８月２８日から平成２７年１２月１４日まで 

（４）履行場所     仕様書による 

（５）業務内容     仕様書による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種

が「廃棄物処理」で登録されている者であること。 

（３）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

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 平成２７年７月２１日（火）～平成２７年７月３１日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２７年７月２１日（火）～平成２７年７月３１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２７年８月２８日（金） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎４階 市民対話室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付 

          ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 
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（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第３１８号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

平成２７年７月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

⑴ 入札番号 （業務委託）第５３０号 

⑵ 業務名称 甲府市都市計画道路見直し案に伴う測量・設計業務委託 

⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から平成２８年３月２５日まで 

⑷ 履行場所 仕様書等による 

⑸ 業務内容 仕様書等による 

⑹ 予定価格 公表しない 

⑺ 最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

⑴ 甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

⑵ 甲府市における入札参加資格の認定において、業種が「建設コンサルタント

（都市計画及び地方計画部門）」及び「建設コンサルタント（道路）」に登録さ

れている者であること。 

⑶ 過去５年以内に、次に掲げる業務を施行した実績を有する者であること。 

ア 地方公共団体の都市計画施設（道路）の計画決定及び設計に係る業務 

イ 山梨県内において、国又は地方公共団体等の都市計画に関わる計画策定業

務又は設計業務 

⑷ 配置技術者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 

ア 主任（管理）技術者は、技術士の総合技術管理部門（建設）の資格を有す

ることとし、かつ技術士の建設部門（道路）若しくは技術士の建設部門（都

市及び地方計画）の資格を有することとする。 

イ 照査技術者は、技術士の総合技術管理部門（建設）または建設部門（道路）

若しくは建設部門（都市及び地方計画）の資格を有することとする。 

ウ 担当技術者は、技術士の総合技術管理部門（建設）、建設部門（道路）、

建設部門（都市及び地方計画）、ＲＣＣＭの道路部門、都市計画及び地方計

画部門のいずれかの資格を有すこととする。 

エ 測量業務の担当技術者として、測量士の資格を有すものを配置することと

する。 

注記：主任（管理）技術者と照査技術者で、技術士の建設部門（道路）と建設部門

（都市及び地方計画）の２種の資格を有することとする。 
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⑸ 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。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ 

ってその役員が暴力団員でないこと。 

⑺ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

⑻ 入札の日以前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑼ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事更生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑽ 市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配布期間、配布場所、配布方法及び参加申請の受付等 

⑴  配布期間 平成２７年７月２２日（水）～平成２７年７月３１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

平成２７年７月３１日（金）については、午後３時まで 

⑵ 配布場所 甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎８階 

０５５－２３７－５７９７ 

⑶ 配布方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手する場合は、

この限りではない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  平成２７年７月２２日（水）～平成２７年７月３１日（金） 

（この期間中の土曜日、日曜日を除く） 

午前９時～午後５時 

平成２７年７月３１日（金）については、午後３時まで 

イ 場所  甲府市建設部建設総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎８階 

０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日時   平成２７年８月１８日（火） 午前１０時 

⑵ 場所   甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
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落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００／

１０８に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第３１９号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２７年７月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１１号 

工事名 
①道路改良工事（市道 上帯那４号線） 

②（配甲-１）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市上帯那町地内 

工事概要 
１ 工事内容 

①道路改良工事（市道 上帯那４号線） 

施工延長 Ｌ＝９２．０ｍ、 

施工幅員Ｗ＝５．０ｍ 

・場所打擁壁工 Ｌ＝２０．２ｍ 

・コンクリートブロック工 Ａ＝３８９．８㎡ 

・側溝工 Ｌ＝７０．５ｍ 

・集水桝工 Ｎ＝３箇所 

・カルバート工 Ｌ＝４．０ｍ 

・舗装止め工 Ｌ＝２４．７ｍ 

・車両用防護柵工 Ｌ＝３８．１ｍ 

・下層路盤工 Ａ＝２１６．７㎡ 

・上層路盤工 Ａ＝２１５．７㎡ 

・コンクリート舗装工 Ａ＝１６５．６㎡ 

②（配甲-１）配水管布設替工事 

・ＤＩＰ．ＮＳ（φ７５）４１．９ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ７５）３ｍ 

・ＨＰＰＥ（φ７５）１９２ｍ 

・ＲＲＶＰ（φ７５）９．５ｍ 

・仕切弁．ＮＳ（φ７５）３基 

・仕切弁．ＰＥ（φ７５）３基 

・仕切弁．ＮＳ（泥吐弁）（φ７５）１基 

・水抜栓（φ２５）１基 

２ 工期 平成２８年３月１８日まで 
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３ 
予定価格 

（税込み） 
４３，６８９，２４０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等若しくは道路工事等と配水  

管布設替工事等との合併工事。ただし、  

１件の工事請負額が２，１００万円以 

上（合併工事の場合は合算可）の実績 

に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２７年７月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２７年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年８月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年８月１０日 
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10 入札日時 
平成２７年８月１８日 

午前１０時 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２７年８月２１日 

12 開札日時 
平成２７年８月２７日 

午前１０時 

13 落札者決定日 平成２７年８月２８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年８月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年８月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２７年８月２５日まで 

２ 回答 平成２７年８月２６日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２７年８月２６日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３２０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２７年７月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１２号 

工事名 
①橋梁工事（市道 上町小瀬５号線）柳沢橋 

②（街路-４）配水管添架工事 

工事場所 甲府市上町・小瀬町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①橋梁工事（市道 上町小瀬５号線）柳沢橋 

・橋梁下部：逆Ｔ式橋台（鋼管杭φ６００）  

Ｎ＝２基 

・橋梁上部：プレテンション方式ＰＣ単純床版橋  

（高強度）Ｌ＝１７．７４０ｍ Ｎ＝１１本 

・築堤護岸：コンクリートブロック積（矢板基礎）  

Ａ＝２２５㎡ 

②（街路-４）配水管添架工事 

・ＳＵＳ３０４（添架部）（φ１５０）  

２７．４ｍ 

・ＤＩＰ．ＮＳ（φ２００）６．２ｍ 

・ＤＩＰ．ＮＳ（φ１５０）１６．９ｍ 

・ＤＩＰ．ＮＳ（φ１００）２８．２ｍ 

・ＤＩＰ．Ｋ（φ２００）３．０ｍ 

・仕切弁．ＮＳ（φ２００）１基 

・仕切弁．ＮＳ（φ１５０）３基 

・仕切弁．ＮＳ（φ１００）１基 

・泥吐弁．ＮＳ（φ７５）１基 

・不断水簡易仕切弁（φ２００）１基 

・空気弁（φ２５）１基 

２ 工期 平成２８年９月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１３８，８９９，８８０円 

105



４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等若しくは道路工事等と配水 

管布設替工事等との合併工事。ただし、 

１件の工事請負額が６，９００万円以 

上（合併工事の場合は合算可）の実績 

に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型Ⅰ 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２７年７月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２７年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年８月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年８月１０日 

10 入札日時 
平成２７年８月１８日 

午前１０時１０分 
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11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２７年８月２１日 

12 開札日時 
平成２７年８月２７日 

午前１０時１０分 

13 落札者決定日 平成２７年８月２８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

施工計画書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年８月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年８月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２７年８月２５日まで 

２ 回答 平成２７年８月２６日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２７年８月２６日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３２１号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１５０号 

工事名 橋梁補修工事（２７－１） 

工事場所 甲府市西下条町地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

橋梁補修工 ３橋 

・断面修復工（左官工法）３橋 

・断面修復工（充填工法）１橋 

・ひび割れ補修工 ２橋 

・伸縮装置設置工 １橋 

・橋面防水工 ２橋 

・排水装置工 １橋 

・剥落防止工 １橋 

・水切設置工 １橋 

・落下防止柵設置工 １橋 

・支持材取替工 １橋 

付帯工 １式 

２ 工期 平成２８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，６１２，４００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。ただし、１件の工事請 

負額が７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年８月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年８月１０日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月１８日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年８月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年８月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３２２号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２７年７月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）１５６号 

工事名 （仮称）北新団地（Ｄ棟）建替事業に伴う外構工事 

工事場所 甲府市北新二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

（仮称）北新団地（Ｄ棟）建替事業に伴う外構 

工事 

屋外排水設備工事、フェンス工事、自転車置場・

ゴミ置場設置工事、児童公園整備工事、構内舗装 

工事、付帯電気設備・機械設備工事等 一式 

２ 工期 平成２７年１２月２５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
５３，６３１，７２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。ただし、１件 

の工事請負額が、２，６００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅱ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
平成２７年７月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
平成２７年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年８月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年８月１０日 

10 入札日時 
平成２７年８月１８日 

午前１０時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
平成２７年８月２１日 

12 開札日時 
平成２７年８月２７日 

午前１０時２０分 

13 落札者決定日 平成２７年８月２８日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年８月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年８月１４日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２７年８月２５日まで 

２ 回答 平成２７年８月２６日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２７年８月２６日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。） 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３２３号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）１４０号 

工事名 東小学校給食室増改築（電気設備）工事 

工事場所 甲府市朝気一丁目１４番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

東小学校給食室増改築工事に伴う下記電気設備 

工事  

構造、規模：鉄骨造、平屋建て、 

延べ面積２８９㎡ 

・幹線動力設備工事 

・電灯コンセント設備工事 

・電話設備工事 

・放送設備工事 

・テレビ共同受信設備工事 

・自動火災報知設備工事 

・機械警備配管設備工事 

２ 工期 平成２８年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１８，０１０，０８０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 電気 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。ただし、

１件の工事請負額が９００万円以上 

の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年８月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年８月１０日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月１８日 

午前１０時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年８月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年８月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 前金払 請求できる 
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中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

 

116



                          甲府市告示第３２４号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （管）１４１号 

工事名 東小学校給食室増改築（機械設備）工事 

工事場所 甲府市朝気一丁目１４番１号 

工事概要 

１ 工事内容 

東小学校給食室増改築工事（鉄骨造 平屋建て 

延べ面積２８９㎡）に伴う機械設備工事 

・給排水、衛生設備工事 １式 

・都市ガス設備工事 １式 

・冷暖房、換気設備工事 １式 

２ 工期 平成２８年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２６，２５９，１２０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
不適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事。ただし、

１件の工事請負額が１，３００万円 

以上の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年８月３日 
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３ 申請書受付開始日 平成２７年７月２３日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年８月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年８月１０日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月１８日 

午前１０時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年８月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年８月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第３２５号  

  

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

 

  平成２７年７月２３日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１５７号 

工事名 相生福祉センター建設（アスファルト舗装）工事 

工事場所 甲府市相生二丁目１７番１号 

工事概要 

１ 工事内容 
・アスファルト舗装 ２０２１㎡ 

・車止め ５０ヶ所 他一式 

２ 工期 平成２７年９月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１７，４８５，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）６５０点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年８月３日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月２３日 
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４ 申請書受付締切日 
平成２７年８月３日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年８月７日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月２３日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年８月１０日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年８月１０日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月１８日 

午前１１時 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年８月１３日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年８月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第３２６号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

平成２７年７月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （市民契）第１号 

（２）業務名称      中心市街地エリア周辺地区都市再生整備計画事業  

             事後評価業務委託 

（３）履行期間      平成２７年８月１２日から平成２８年３月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 

（２）平成２６年度までに社会資本総合整備計画の評価業務を元請契約し、完了し

た実績を有すること。 

（３）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

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であ

ってその役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でない

こと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  
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（１）配付期間 平成２７年７月２３日（木）～平成２７年７月３１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後１時まで）  

（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 

電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 平成２７年７月２３日（木）～平成２７年７月３１日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時（締切日は午後１時まで）  

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 

甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 

電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 平成２７年８月１２日（水） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎４階 市民対話室 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８／１００

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

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、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１００

／１０８に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２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

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

          ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  
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（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

123



                          甲府市告示第３２７号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により、予防接種を実施す

るので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告

する。 

 

平成２７年７月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

１ 実施内容（平成２７年８月分） 

種  類 対 象 者 場 所 

Hib 
初回 生後２月から生後６０月に 

至るまでの間にある者 

指定 

医療機関

（別掲） 

追加 

肺炎球菌 

（小児がかかるも

の） 

初回 生後２月から生後６０月に 

至るまでの間にある者 追加 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

（DPT-IPV） 

第１期初回 
生後３月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 
第１期追加 

百日せき 

ジフテリア  

破傷風 

（DPT） 

第１期初回 
生後３月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 
第１期追加 

単独不活化ポリオ 

第１期初回 
生後３月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 
第１期追加 

B C G 生後１歳に至るまでの間にある者 

 

水痘 

 

初回  生後１２月から生後３６月に 

至るまでの間にある者 追加 

麻しん風しん混合 

（M R） 

麻しん単独 

風しん単独 

第１期 
生後１２月から生後２４月に 

至るまでの間にある者 

第２期 
５歳以上７歳未満の者であって、

小学校就学前の１年間にある者 
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日本脳炎 

第１期初回 生後６月から生後９０月に 

至るまでの間にある者 第１期追加 

第２期 ９歳以上１３歳未満の者 

特例※１ 
平成７年４月２日から平成１９

年４月１日の間に生まれた者 

ジフテリア 

破傷風 

（DT トキソイド） 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者 

子宮頸がん 

１２歳となる日の属する年度の初日から 

１６歳となる日の属する年度の末日までの 

間にある女子 

高齢者 

肺炎球菌 

・平成２７年度に６５歳、７０歳、７５歳、

８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳

となる者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心

臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の

日常生活活動が極度に制限される程度の障害

を有する者及びヒト免疫不全ウイルスによ

り、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能

な程度の障害を有する者（障害者手帳 1 級相

当） 

高齢者肺

炎球菌指

定医療機

関 

（別掲） 

※１ 平成１７年５月３０日の接種勧奨差し控えにより、全４回の日本脳炎予

防接種を完了できなかった者への救済措置。 

２ 予防接種を受けることが適当でない人 

（１）明らかに発熱のある人 

 （２）重篤な急性疾患に罹っていることが明らかな人 

 （３）その日に受ける予防接種によって、又は予防接種に含まれる成分でアナフ 

   ィラキシーショックを起こしたことのある人 

 （４）その他医師が不適当な状態と判断した場合 
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                          甲府市告示第３２８号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市蓬沢一丁目６１７番２及び６１７番２５から６１７番４０まで 

以上１７筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路、公園、ゴミ置場及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   長野県松本市双葉２２番１号 

    ミサワホーム甲信株式会社 

    代表取締役 古 屋 保 巳 
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                          甲府市告示第３２９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市国玉町字飯寄２５３番２及び２５３番４から２５３番１０まで 

以上８筆及び道 

 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市朝気二丁目１番１８号 

    有限会社総信 

    代表取締役 須 田 千 鶴 子 
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                          甲府市告示第３３０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  平成２７年７月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上曽根町字石原田３６６２番４９、３６６２番５１、３６６２番５２、

３６６２番２０３、３６６２番４４８、３６６２番４６３から３６６２番４６９

まで、３６６２番４７１及び３６６２番４７２ 

   以上１４筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市建設部まち開発室都市計画課に備え

置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市里吉二丁目１番３６号 

    小 林 今 朝 男 
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甲府市告示第３３１号  

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、

道路法による事業計画の定められた道路で、２年以内にその事業が執行される予定

のものとして、次のとおり指定する。 

 その関係図書は建設部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。  

 

平成２７年７月２８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 １．事業名     一般県道天神平甲府線整備事業 

 ２．道路の種類   県道 

 ３．路線名     一般県道天神平甲府線 

 ４．道路の地名地番 甲府市緑が丘二丁目２１４０番１から 

           甲府市和田町字村ノ内２８０４番まで 

 ５．延長      ７９２．０ｍ 

 ６．幅員      １８．５ｍ～５３．８ｍ 

 ７．添付書類    道路の区域決定を行った告示の写し（山梨県公報）  

           事業工程表 

 ８．添付図書    位置図、平面図、標準横断図、公図 
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甲府市告示第３３２号  

 

甲府市自転車駐車場条例（平成１９年９月条例第２８号）第１３条第１項の規定

により、自転車駐車場内の自転車を撤去し、保管したので、同条第２項及び甲府市

自転車駐車場条例施行規則（平成１９年９月規則第４２号）第５条の規定により次

のとおり告示する。 

 

  平成２７年７月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所 

     甲府市甲府駅北口第１自転車駐車場 

     甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場 

甲府市酒折駅南口自転車駐車場 

     甲府市酒折駅北口自転車駐車場 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等 

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     平成２７年７月２２日（水） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活センター 

     交通安全係 電話０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅北口第 1 自転車駐車場 

     甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場 

     甲府市酒折駅北口自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車の鍵 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第３７号 

 

 平成２７年４月２６日執行の甲府市議会議員一般選挙における当選人石原剛が退

職したので、公職選挙法第１１２条第５項の規定による繰上補充の選挙会を次のと

おり行う。 

 

平成２７年７月１５日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ 日 時   平成２７年７月２３日（木） 午前１０時００分 

 

２ 場 所   甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎 
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甲府市選挙管理委員会告示第３８号 

 

平成２７年７月２３日に開催した甲府市議会議員の繰上補充選挙会において当選

人となった者の住所及び氏名は、次のとおりである。  

 

平成２７年７月２３日 

 

                 甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

住  所 氏 名 

甲府市右左口町３９０９番地 鮫 田 光 一 
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農業委員会 
 

                       甲府市農業委員会告示第７号 

 

 農業委員会等に関する法律第２１条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会７月

定例総会を、平成２７年７月３１日午後２時００分、甲府市南公民館において開催

し、付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条

の規定により公告する。 

 

  平成２７年７月２７日 

 

                 甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 平成２７年８月告示分農用地利用集積計画について 
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上下水道局 
 

                      甲府市上下水道局告示第４４号  

 

 甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規 

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争 

入札を執行する。 

 

  平成２７年７月８日 

 

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

               甲府市上下水道局業務部長 米 山 俊 彦 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００２６号 

工事名 （更新‐５）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市徳行二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

・ＤＩＰ．ＮＳ（φ７５）７１．５ｍ  

・ＤＩＰ．Ｋ（φ７５）１２．５ｍ  

・ＨＰＰＥ（φ７５）２２３ｍ  

・ＲＲＶＰ（φ７５）１．５ｍ  

・ＤＩＰ．ＮＳ（泥吐管）（φ７５）０．５ｍ  

・ＳＧＰ－ＶＤ（泥吐管）（φ５０）１ｍ 

・仕切弁．ＮＳ（φ７５）９基  

・泥吐弁（φ７５）１基 

・消火栓（φ７５）２基 

・水抜栓（φ２５）１基 

２ 工期 平成２８年２月５日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１８，８５４，６４０円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。ただし、１件 

の工事請負額が９００万円以上の実 

績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 
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に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札及び開札日時 
平成２７年８月４日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

中間前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第４５号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２７年７月８日 

 

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

               甲府市上下水道局業務部長 米 山 俊 彦 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００２８号 

工事名 （そ－７）平瀬浄水場沈砂池フェンス取替工事 

工事場所 甲府市平瀬町地内（平瀬浄水場沈砂池内） 

工事概要 

１ 工事内容 
鋼製格子フェンス設置（Ｈ２５００）２７９ｍ  

既設フェンス撤去 １式 

２ 工期 平成２８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３４，００９，２００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１ 

件の工事請負額が１，７００万円以 

上の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料 

作成要領による 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札日時 
平成２７年８月４日 

午前９時 

11 価格以外の評価点公表日 平成２７年８月７日 

12 開札日時 
平成２７年８月１３日 

午前９時 

13 落札者決定日 平成２７年８月１４日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２７年８月１１日まで 

２ 回答 平成２７年８月１２日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２７年８月１２日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                      甲府市上下水道局告示第４６号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規  

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争  

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す 

る総合評価落札方式の工事である。 

 

  平成２７年７月８日 

 

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

               甲府市上下水道局業務部長 米 山 俊 彦 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００２９号 

工事名 （そ－８）平瀬浄水場フェンス取替工事 

工事場所 甲府市平瀬町地内（平瀬浄水場内） 

工事概要 

１ 工事内容 
鋼製格子フェンス設置（Ｈ２５００）２３８ｍ 

既設フェンス撤去 １式 

２ 工期 平成２８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３５，９７４，８００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。ただし、１ 

件の工事請負額が１，７００万円以 

上の実績に限る。 

元請として平成１２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に １ 総合評価方式の種類 特別簡易型Ⅰ 
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関する事項 ２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料 

作成要領による 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 平成２７年７月８日 

２ 入札説明書等配付締切日 平成２７年７月１７日 

３ 申請書受付開始日 平成２７年７月８日 

４ 申請書受付締切日 
平成２７年７月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
平成２７年７月２４日 

６ 設計図書配付開始日 平成２７年７月８日 

７ 設計図書配付締切日 平成２７年７月２７日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
平成２７年７月８日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
平成２７年７月２７日 

10 入札日時 
平成２７年８月４日 

午前９時１０分 

11 価格以外の評価点公表日 平成２７年８月７日 

12 開札日時 
平成２７年８月１３日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 平成２７年８月１４日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

配置予定技術者の入札時の状況 

工事内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
平成２７年７月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 平成２７年７月３１日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 平成２７年８月１１日まで 

２ 回答 平成２７年８月１２日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 平成２７年８月１２日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の 10/100 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる 

部分払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課  

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第４７号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書の提出を招請する。 

 

平成２７年７月９日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

甲府市上下水道局業務部長 米 山 俊 彦 

 

１ 業務名 

甲府市上下水道施設アセットマネジメントシステム構築業務委託  

 

２ 目的 

上下水道事業のアセットマネジメントシステムは、社会ニーズに対応した上下

水道事業の役割を踏まえ、施設に対し、施設管理に必要な費用、人員を投入し、情

報を活用して良好なサービスを継続的に提供するための事業運営と位置づけされる。 

本業務は、甲府市の上下水道事業においてアセットマネジメントシステム導入

を行うため、別途「業務仕様書」に定める業務について、民間事業者が有する高度

な専門的知識やノウハウなどを活用し、優れた提案を得るために、公募型プロポー

ザル方式により受託事業者を決定するものである。  

 

３ 業務概要 

業務概要は以下のとおり。詳細に関しては、別紙要領並びに業務仕様書を熟読

のこと。 

（１）水道事業 

・施設更新計画に向けた基礎調査  

・水道事業施設の更新整備計画策定  

（２）下水道事業 

・長期改築事業管理計画策定 

・点検・調査計画策定 

（３）上下水道事業共通 

・平成２７年度（第１期）・２８年度（第２期）の２か年でのアセットマネ

ジメントシステムの構築 

・上下水道施設データベースの基本構想の構築  

・システムとしての基本操作の統一化  

 

４ 履行期間 

  第１期【平成２７年度】契約締結日から平成２８年３月１５日まで  

第２期【平成２８年度】契約締結日から平成２９年３月１５日まで  
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５ 参加募集等 

（１）甲府市上下水道局ホームページにおいて公告  

（２）甲府市ホームページ及び甲府市上下水道局掲示板において公表  

 

６ 日程 

 本プロポーザルの選定等の日程は、次のとおりとする。  

日程（案） 内容 

平成 27 年 7 月 9 日（木） 

実施公告（ＨＰで公開） 

参加表明書受付 

要領に関する質問受付 

平成 27 年 7 月 13 日（月） 要領に関する質問受付期限 

平成 27 年 7 月 15 日（水） 要領に関する質問回答日 

平成 27 年 7 月 17 日（金） 参加表明書 提出期限 

平成 27 年 7 月 22 日（水） 選定通知／企画提案書要請書の送付 

平成 27 年 7 月 23 日（木） 企画提案書受付／企画提案書に関する質問受付 

平成 27 年 7 月 29 日（水） 企画提案書に関する質問受付期限 

平成 27 年 8 月 3 日（月） 企画提案書に関する質問回答日 

平成 27 年 8 月 6 日（木） 企画提案書及び参考見積書等の提出期限 

平成 27 年 8 月 11 日（火） ヒアリング実施 

平成 27 年 8 月 19 日（水） 特定結果の通知・公表 

なお、日程は都合により変更する場合がある。  

 

７ 参加申込みの方法 

 別紙要領並びに業務仕様書を熟考の上、参加を希望する者は以下の事項並びに要

領に従って、参加申込を行う。  

（１） 提出期間  平成２７年 7 月 ９日（木）午前９時から 

           平成２７年 7 月１７日（金）午後４時まで  

（２） 提出場所  事務局 

（３） 提出方法  持参又は郵送 （期日までに配達されるものに限る）  

（４） 提出書類  別表１に掲げる書類、同じ内容のＣＤ－ＲＯＭを１枚  

【別表 1】 

提出書類 様式等 提出部数等 

参加申込書一式 

参加表明書 

原本 1 部、複写 8 部 会社概要書 

・情報保護対策における公的資

格を記載する。また、記載した
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資格については証明書（写し）

を添付する。 

・法人市民税納税証明書 

同種業務実績書 

・業務実績を確認できる書類

（テクリス）を添付 

予定管理技術者の業務経歴 

・業務実績を確認できる書類

（テクリス）を添付 

 

８ 主催及び事務局 

  主催者 甲府市上下水道局 

  事務局 甲府市上下水道局 工務部 工務総室 計画課  

      山梨県甲府市下石田二丁目２３－１  

      Ｔｅｌ  ０５５－２２８－３８６１（直通）  

      Ｍａｉｌ jougekk@city.kofu.lg.jp 

 

145


