
2205 - 9 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 5252

(2) 件　　名

(3) 場　　所 別紙仕様書参照のこと

(4) 期　　間 別紙仕様書参照のこと

(5) 内　　容 別紙仕様書参照のこと

(6) 仕様書等 草加市ホームページ（産業・仕事→入札・契約→発注予定・公告・入札結果→年間契約
業務（委託、借上げ、調達）)からダウンロードすること

２　見積書を提出するために必要な条件

名簿種類－業務分類

参加形態

権限を有する事業
所の種別と所在地

発注者

契約概要

契約時期

契約件数

※　提出参加条件について不明な点は、必ず問合せること。

※　「－」は、要件が不要の項目である。

※　「元請けとしての契約実績等」での契約者は、名簿登録外の事業所でもよい。また、契約概要で
　　複数の項目内容を求めている場合、１案件に全てが含まれる必要はない。

法人等の保有資格 ―

主任技術者の資格 ―

その他

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

公告の日から見積書提出期限までに、草加市の指名停止等の措置を受けていない者

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な
い者又は民事再生法（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
れていない者。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がされており、かつ、公
告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。

登録事業所の所在地 本店（埼玉県）又は支店、営業所等（埼玉県）

元請けとしての契約
実績等

国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体

自家用電気工作物点検

平成27年4月1日以降（履行済みであること。）

2施設以上

発注番号

まつばら綾瀬川公園自家用電気工作物保安業務委託

　平成３１・３２年度（２０１９・２０２０年度）草加市入札参加資格者名簿（物品）への登録を行った者で、
公告日の前日において、次の条件全てを満たしていること。

登録業種

設備、機械類の保守管理－自家用電気工作物

単体



３ 受注予定者の決定

　最も安価な見積書提出者のみ、「見積書を提出するために必要な条件」を証明する書類等により

審査し、全てを満たしている場合に受注予定者とする。

　次のとおり設定された条件についてのみ、証明する書面を見積書提出と同時に提出すること。提

出がない場合、見積書は無効とする。

　 ・元請としての契約実績等：契約書及び仕様書等の写し

・従事者の保有資格：資格を証明する資格証等の写し

・主任技術者：資格を証明する資格証等の写し及び雇用を証明する書面の写し

４ 仕様書の内容に関する問合せ
　公募型見積合わせ公告に記載のとおりとする。

５　見積書の提出方法等に関する問合せ先

　 　総務部契約課　年間契約担当　電話：048-922-1129（直通）

　E-mail : keiyaku-nyusatsu@city.soka.saitama.jp



2206 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 4507

(2) 件　　名

(3) 場　　所 別紙仕様書参照のこと

(4) 期　　間 別紙仕様書参照のこと

(5) 内　　容 別紙仕様書参照のこと

(6) 仕様書等 草加市ホームページ（産業・仕事→入札・契約→発注予定・公告・入札結果→年間契約
業務（委託、借上げ、調達）)からダウンロードすること

２　見積書を提出するために必要な条件

名簿種類－業務分類

参加形態

権限を有する事業
所の種別と所在地

発注者

契約概要

契約時期

契約件数

※　提出参加条件について不明な点は、必ず問合せること。

※　「－」は、要件が不要の項目である。

※　「元請けとしての契約実績等」での契約者は、名簿登録外の事業所でもよい。また、契約概要で
　　複数の項目内容を求めている場合、１案件に全てが含まれる必要はない。

法人等の保有資格 ―

主任技術者の資格 ―

その他

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

公告の日から見積書提出期限までに、草加市の指名停止等の措置を受けていない者

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な
い者又は民事再生法（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
れていない者。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がされており、かつ、公
告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。

登録事業所の所在地 本店（埼玉県）又は支店、営業所等（埼玉県）

元請けとしての契約
実績等

国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体

自動ドア保守点検

平成27年4月1日以降（履行済みであること。）

1施設以上

発注番号

自動ドア保守点検業務委託（勤労福祉会館）

　平成３１・３２年度（２０１９・２０２０年度）草加市入札参加資格者名簿（物品）への登録を行った者で、
公告日の前日において、次の条件全てを満たしていること。

登録業種

設備、機械類の保守管理－自動ドア

単体



３ 受注予定者の決定

　最も安価な見積書提出者のみ、「見積書を提出するために必要な条件」を証明する書類等により

審査し、全てを満たしている場合に受注予定者とする。

　次のとおり設定された条件についてのみ、証明する書面を見積書提出と同時に提出すること。提

出がない場合、見積書は無効とする。

　 ・元請としての契約実績等：契約書及び仕様書等の写し

・従事者の保有資格：資格を証明する資格証等の写し

・主任技術者：資格を証明する資格証等の写し及び雇用を証明する書面の写し

４ 仕様書の内容に関する問合せ
　公募型見積合わせ公告に記載のとおりとする。

５　見積書の提出方法等に関する問合せ先

　 　総務部契約課　年間契約担当　電話：048-922-1129（直通）

　E-mail : keiyaku-nyusatsu@city.soka.saitama.jp



2206 - 9 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 9004

(2) 件　　名

(3) 場　　所 別紙仕様書参照のこと

(4) 期　　間 別紙仕様書参照のこと

(5) 内　　容 別紙仕様書参照のこと

(6) 仕様書等 草加市ホームページ（産業・仕事→入札・契約→発注予定・公告・入札結果→年間契約
業務（委託、借上げ、調達）)からダウンロードすること

２　見積書を提出するために必要な条件

名簿種類－業務分類

参加形態

権限を有する事業
所の種別と所在地

発注者

契約概要

契約時期

契約件数

※　提出参加条件について不明な点は、必ず問合せること。

※　「－」は、要件が不要の項目である。

※　「元請けとしての契約実績等」での契約者は、名簿登録外の事業所でもよい。また、契約概要で
　　複数の項目内容を求めている場合、１案件に全てが含まれる必要はない。

法人等の保有資格 ―

主任技術者の資格 ―

その他

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

公告の日から見積書提出期限までに、草加市の指名停止等の措置を受けていない者

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な
い者又は民事再生法（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
れていない者。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がされており、かつ、公
告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。

登録事業所の所在地 本店（埼玉県）又は支店、営業所等（埼玉県）

元請けとしての契約
実績等

国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体

自動ドア保守点検

平成27年4月1日以降（履行済みであること。）

1施設以上

発注番号

自動ドア保守点検業務委託（中央図書館）

　平成３１・３２年度（２０１９・２０２０年度）草加市入札参加資格者名簿（物品）への登録を行った者で、
公告日の前日において、次の条件全てを満たしていること。

登録業種

設備、機械類の保守管理－自動ドア

単体



３ 受注予定者の決定

　最も安価な見積書提出者のみ、「見積書を提出するために必要な条件」を証明する書類等により

審査し、全てを満たしている場合に受注予定者とする。

　次のとおり設定された条件についてのみ、証明する書面を見積書提出と同時に提出すること。提

出がない場合、見積書は無効とする。

　 ・元請としての契約実績等：契約書及び仕様書等の写し

・従事者の保有資格：資格を証明する資格証等の写し

・主任技術者：資格を証明する資格証等の写し及び雇用を証明する書面の写し

４ 仕様書の内容に関する問合せ
　公募型見積合わせ公告に記載のとおりとする。

５　見積書の提出方法等に関する問合せ先

　 　総務部契約課　年間契約担当　電話：048-922-1129（直通）

　E-mail : keiyaku-nyusatsu@city.soka.saitama.jp



2206 - 10 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7525

(2) 件　　名

(3) 場　　所 別紙仕様書参照のこと

(4) 期　　間 別紙仕様書参照のこと

(5) 内　　容 別紙仕様書参照のこと

(6) 仕様書等 草加市ホームページ（産業・仕事→入札・契約→発注予定・公告・入札結果→年間契約
業務（委託、借上げ、調達）)からダウンロードすること

２　見積書を提出するために必要な条件

名簿種類－業務分類

参加形態

権限を有する事業
所の種別と所在地

発注者

契約概要

契約時期

契約件数

※　提出参加条件について不明な点は、必ず問合せること。

※　「－」は、要件が不要の項目である。

※　「元請けとしての契約実績等」での契約者は、名簿登録外の事業所でもよい。また、契約概要で
　　複数の項目内容を求めている場合、１案件に全てが含まれる必要はない。

法人等の保有資格 ―

主任技術者の資格 ―

その他

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

公告の日から見積書提出期限までに、草加市の指名停止等の措置を受けていない者

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な
い者又は民事再生法（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
れていない者。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がされており、かつ、公
告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。

登録事業所の所在地 本店（埼玉県）又は支店、営業所等（埼玉県）

元請けとしての契約
実績等

国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体

自動ドア保守点検

平成27年4月1日以降（履行済みであること。）

1施設以上

発注番号

自動ドア保守点検委託（教育支援室ほか）

　平成３１・３２年度（２０１９・２０２０年度）草加市入札参加資格者名簿（物品）への登録を行った者で、
公告日の前日において、次の条件全てを満たしていること。

登録業種

設備、機械類の保守管理－自動ドア

単体



３ 受注予定者の決定

　最も安価な見積書提出者のみ、「見積書を提出するために必要な条件」を証明する書類等により

審査し、全てを満たしている場合に受注予定者とする。

　次のとおり設定された条件についてのみ、証明する書面を見積書提出と同時に提出すること。提

出がない場合、見積書は無効とする。

　 ・元請としての契約実績等：契約書及び仕様書等の写し

・従事者の保有資格：資格を証明する資格証等の写し

・主任技術者：資格を証明する資格証等の写し及び雇用を証明する書面の写し

４ 仕様書の内容に関する問合せ
　公募型見積合わせ公告に記載のとおりとする。

５　見積書の提出方法等に関する問合せ先

　 　総務部契約課　年間契約担当　電話：048-922-1129（直通）

　E-mail : keiyaku-nyusatsu@city.soka.saitama.jp



2301 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 2219・3304・3406・3518・7340・7344・7607・7728・8311・8409

(2) 件　　名

(3) 場　　所 別紙仕様書参照のこと

(4) 期　　間 別紙仕様書参照のこと

(5) 内　　容 別紙仕様書参照のこと

(6) 仕様書等 草加市ホームページ（産業・仕事→入札・契約→発注予定・公告・入札結果→年間契約
業務（委託、借上げ、調達）)からダウンロードすること

２　見積書を提出するために必要な条件

名簿種類－業務分類

参加形態

権限を有する事業
所の種別と所在地

発注者

契約概要

契約時期

契約件数

※　提出参加条件について不明な点は、必ず問合せること。

※　「－」は、要件が不要の項目である。

※　「元請けとしての契約実績等」での契約者は、名簿登録外の事業所でもよい。また、契約概要で
　　複数の項目内容を求めている場合、１案件に全てが含まれる必要はない。

法人等の保有資格 ―

主任技術者の資格 ―

その他

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

公告の日から見積書提出期限までに、草加市の指名停止等の措置を受けていない者

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な
い者又は民事再生法（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
れていない者。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がされており、かつ、公
告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。

登録事業所の所在地 本店（草加市）

元請けとしての契約
実績等

―

―

―

―

発注番号

塵芥処理業務委託（南東部）

　平成３１・３２年度（２０１９・２０２０年度）草加市入札参加資格者名簿（物品）への登録を行った者で、
公告日の前日において、次の条件全てを満たしていること。

登録業種

廃棄物処理－収集・運搬（一般廃棄物）

単体



３ 受注予定者の決定

　最も安価な見積書提出者のみ、「見積書を提出するために必要な条件」を証明する書類等により

審査し、全てを満たしている場合に受注予定者とする。

　次のとおり設定された条件についてのみ、証明する書面を見積書提出と同時に提出すること。提

出がない場合、見積書は無効とする。

　 ・元請としての契約実績等：契約書及び仕様書等の写し

・従事者の保有資格：資格を証明する資格証等の写し

・主任技術者：資格を証明する資格証等の写し及び雇用を証明する書面の写し

４ 仕様書の内容に関する問合せ
　公募型見積合わせ公告に記載のとおりとする。

５　見積書の提出方法等に関する問合せ先

　 　総務部契約課　年間契約担当　電話：048-922-1129（直通）

　E-mail : keiyaku-nyusatsu@city.soka.saitama.jp



2301 - 4 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 3310・3313・3405・4308・4510・7341・7346・8012・9009・9301

(2) 件　　名

(3) 場　　所 別紙仕様書参照のこと

(4) 期　　間 別紙仕様書参照のこと

(5) 内　　容 別紙仕様書参照のこと

(6) 仕様書等 草加市ホームページ（産業・仕事→入札・契約→発注予定・公告・入札結果→年間契約
業務（委託、借上げ、調達）)からダウンロードすること

２　見積書を提出するために必要な条件

名簿種類－業務分類

参加形態

権限を有する事業
所の種別と所在地

発注者

契約概要

契約時期

契約件数

※　提出参加条件について不明な点は、必ず問合せること。

※　「－」は、要件が不要の項目である。

※　「元請けとしての契約実績等」での契約者は、名簿登録外の事業所でもよい。また、契約概要で
　　複数の項目内容を求めている場合、１案件に全てが含まれる必要はない。

法人等の保有資格 ―

主任技術者の資格 ―

その他

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者

公告の日から見積書提出期限までに、草加市の指名停止等の措置を受けていない者

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な
い者又は民事再生法（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
れていない者。ただし、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がされており、かつ、公
告日において本市の再審査を受け、競争入札参加資格を有す者は対象とする。

登録事業所の所在地 本店（草加市）

元請けとしての契約
実績等

―

―

―

―

発注番号

塵芥処理業務委託（北西部）

　平成３１・３２年度（２０１９・２０２０年度）草加市入札参加資格者名簿（物品）への登録を行った者で、
公告日の前日において、次の条件全てを満たしていること。

登録業種

廃棄物処理－収集・運搬（一般廃棄物）

単体



３ 受注予定者の決定

　最も安価な見積書提出者のみ、「見積書を提出するために必要な条件」を証明する書類等により

審査し、全てを満たしている場合に受注予定者とする。

　次のとおり設定された条件についてのみ、証明する書面を見積書提出と同時に提出すること。提

出がない場合、見積書は無効とする。

　 ・元請としての契約実績等：契約書及び仕様書等の写し

・従事者の保有資格：資格を証明する資格証等の写し

・主任技術者：資格を証明する資格証等の写し及び雇用を証明する書面の写し

４ 仕様書の内容に関する問合せ
　公募型見積合わせ公告に記載のとおりとする。

５　見積書の提出方法等に関する問合せ先

　 　総務部契約課　年間契約担当　電話：048-922-1129（直通）

　E-mail : keiyaku-nyusatsu@city.soka.saitama.jp


