
2205 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 8203・8308

(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

自家用電気工作物保安点検業務委託（川柳文化センター及び住吉児童館ほか）

　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



2205 - 2 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7809

(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

自家用電気工作物保安点検業務委託（柿木公民館）

　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



2205 - 3 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 1411

(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

自家用電気工作物保安点検業務委託（市民交流活動センター）

　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



2205 - 4 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 4505

(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

自家用電気工作物点検業務委託（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



2205 - 5 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 3511・7517

(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

自家用電気工作物保安点検業務委託（保健センター及び教育支援室ほか）

　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



2205 - 6 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 2214

(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

自家用電気工作物保安業務委託（草加市役所本庁舎ほか）

　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



2205 - 7 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 8011

(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

自家用電気工作物保安点検業務委託（新田西文化センター）

　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



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



2205 - 10 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7911

(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

自家用電気工作物保安点検業務委託（新里文化センター）

　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 - 2 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7814

(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（柿木公民館）

　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 - 3 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 8106

(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（谷塚文化センター）

　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 - 4 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 8008

(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（新田西文化センター）

　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 - 5 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 8307

(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（勤労青少年ホーム）

　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 - 6 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 1408

(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（市民交流活動センター）

　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 - 7 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 3508

(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（保健センター）

　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 - 8 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 8206

(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（川柳文化センター）

　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



2206 - 11 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7906

(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（新里文化センター）

　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 - 12 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 4303

(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（松原サービスセンター）

　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



2207 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 4002

(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

―

―

―

―

発注番号

大気汚染常時監視システム保守管理業務委託

　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－環境関係機器

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



2209 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 6404

(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

マンホールポンプ保守点検

平成27年4月1日以降（履行済みであること。）

2件以上

発注番号

マンホールポンプ保守点検業務委託

　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

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



2212 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7305・7325

(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、東京都）又は支店、営業所等（埼玉県、東京都）

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

プールろ過機保守点検

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

プールろ過機保守点検業務委託

　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－プール

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



2213 - 1 発注説明書

※本案件は草加市公契約基本条例の適用対象案件となる。

1 概要
(1) 委託番号 6601

(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)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

国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体

排水施設等の運転監視、維持管理（7.9ｍ3／Sの能力程度）

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

草加市排水施設等及び農業用水路施設維持管理業務委託

　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－浄水場、排水場

単体

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

※　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。



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 公契約基本条例について

5 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。

6　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

 本業務は、公契約基本条例の適用を受ける案件であるため、入札に参加する者は、草加市公契約基本条例
（平成２６年条例第２１号）、草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規則（平成２６年規
則第３２－２号）、草加市公契約基本条例の手引を理解した上で参加すること。
 なお、本業務を契約締結した事業者は、本業務が草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規
則第３条第２号の規定に基づく契約（予定価格１，０００万円以上の業務委託に関する契約及び指定管理
協定）に該当することから、労働者の適正な労働環境の確保と、事業の質の向上を図るため、労働環境報
告書を提出すること。



2213 - 2 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 5247

(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

―

―

―

―

発注番号

そうか公園滝流れ施設保守点検業務委託

　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－浄水場、排水場

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



2213 - 3 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 5253

(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

公園における水中ポンプ保守点検業務

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

設備保守点検業務委託

　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－浄水場、排水場

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



2213 - 4 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 4001

(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 ―

元請けとしての契約
実績等

―

―

―

―

発注番号

河川浄化施設保守点検等業務委託

　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-浄水場、排水場又は建物等の維持・運営管
理

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



2214 - 1 発注説明書

※本案件は草加市公契約基本条例の適用対象案件となる。

1 概要
(1) 委託番号 7719

(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)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

国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体

舞台設備業務

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

舞台装置業務委託

　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

―

単体

登録事業所の所在地 ―

元請けとしての契約
実績等

※　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。



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 公契約基本条例について

5 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。

6　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

 本業務は、公契約基本条例の適用を受ける案件であるため、入札に参加する者は、草加市公契約基本条例
（平成２６年条例第２１号）、草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規則（平成２６年規
則第３２－２号）、草加市公契約基本条例の手引を理解した上で参加すること。
 なお、本業務を契約締結した事業者は、本業務が草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規
則第３条第２号の規定に基づく契約（予定価格１，０００万円以上の業務委託に関する契約及び指定管理
協定）に該当することから、労働者の適正な労働環境の確保と、事業の質の向上を図るため、労働環境報
告書を提出すること。



2214 - 3 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7717

(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 ―

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

ITV装置保守点検業務

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

ＩＴＶ装置保守点検業務委託

　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

―

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



2217 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 8401

(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

夜間照明設備保守点検等委託

　平成３１・３２年度（２０１９・２０２０年度）草加市入札参加資格者名簿（物品又は建設工事）に登録され
ている者で、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－照明又は電気工事業（電気設備工事）

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



2219 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7725

(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
建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和43年法律第20号）第12条の2第1項第
8号に基づく事業についての都道府県知事の登録

主任技術者の資格

・電気事業法（昭和39年法律第170号）第43条に定める電気主任技術者
・建築基準法（昭和25年法律第201号）第12条に定める建築設備の点検に必要な一級建築
士又は二級建築士若しくは国土交通大臣が定める資格
・消防法（昭和23年法律第186号）に定める消防設備士
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）に定める建築物
環境衛生管理技術者

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

公共施設の設備管理業務及び自家用電気工作物保安点検業務

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

設備管理業務委託

　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

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



2219 - 2 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7337

(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、東京都）又は支店、営業所等（埼玉県、東京都）

元請けとしての契約
実績等

―

―

―

―

発注番号

雨水ろ過装置保守点検業務委託

　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

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 - 2 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 1417・3403・7339・7345・7909・8115・8407

(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



2301 - 3 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 3305・3404・4112・7342・7343・7819・8211・8410

(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



2301 - 5 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 7423

(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

学校給食食品リサイクル処理業務委託

　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

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



2704 - 1 発注説明書

１ 概要
(1) 委託番号 1201

(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

ホームページ管理委託

平成27年4月1日以降（履行済みであること。）

1件以上

発注番号

ホームページ管理委託

　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

電算機器関連-ホームページ作成、管理等

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



3210 - 1 発注説明書

※本案件は草加市公契約基本条例の適用対象案件となる。

1 概要
(1) 委託番号 4401

(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)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

―

―

―

―

発注番号

放置自転車撤去管理業務委託

　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

その他の業務委託-放置車両確認又は自転車撤去業務

単体

登録事業所の所在地
本店（埼玉県又は東京都）又は支店、営業所等（埼玉県又は東京
都）

元請けとしての契約
実績等

※　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。



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 公契約基本条例について

5 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。

6　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

 本業務は、公契約基本条例の適用を受ける案件であるため、入札に参加する者は、草加市公契約基本条例
（平成２６年条例第２１号）、草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規則（平成２６年規
則第３２－２号）、草加市公契約基本条例の手引を理解した上で参加すること。
 なお、本業務を契約締結した事業者は、本業務が草加市が発注する契約に係る労働環境の確認に関する規
則第３条第２号の規定に基づく契約（予定価格１，０００万円以上の業務委託に関する契約及び指定管理
協定）に該当することから、労働者の適正な労働環境の確保と、事業の質の向上を図るため、労働環境報
告書を提出すること。


