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相模原市契約第１０号 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「政令」という。)第１６７条の６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

    ４００８ ＰＣ教室コンピュータ機器賃貸借（平成３１年度分） 

 （２）数量 

    別紙仕様書のとおり 

 （３）履行期間 

平成３１年９月１日から平成３６年８月３１日まで 

（４）納入場所 

   別紙仕様書のとおり 
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特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続



２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

 別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１１のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 

１３ Summary 



   (1) The nature and quantity of the services to be purchased: 

Lease of computer system for computer classroom 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m. June 4, 2019 

   (3) Time limit of tender (by mail): June 3, 2019 

   (4) Contract point for the notice 

    Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & finance  

Bureau, Sagamihara City 

     2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 

     Tel +81-42-769-8217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

相模原市契約第１１号 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「政令」という。)第１６７条の６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

    ４００９ 学校内ネットワーク機器賃貸借（平成３１年度分） 

 （２）数量 

    別紙仕様書のとおり 

 （３）履行期間 

平成３１年９月１日から平成３６年８月３１日まで 

（４）納入場所 

   別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

 別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続



別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１１のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 

１３ Summary 

   (1) The nature and quantity of the services to be purchased: 

    Lease of network devices within each school 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m. June 4, 2019 

   (3) Time limit of tender (by mail): June 3, 2019 

   (4) Contract point for the notice 

    Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & finance  

Bureau, Sagamihara City 

     2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 

     Tel +81-42-769-8217 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

相模原市契約第１２号 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「政令」という。)第１６７条の６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

    ４０１０ 職員室コンピュータ機器賃貸借（平成３１年度分） 

 （２）数量 

    別紙仕様書のとおり 

 （３）履行期間 

平成３１年９月１日から平成３６年８月３１日まで 

（４）納入場所 

   別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

 別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続



別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１１のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 

１３ Summary 

   (1) The nature and quantity of the services to be purchased: 

    Lease of client computer system for teachers' room 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m. June 4, 2019 

   (3) Time limit of tender (by mail): June 3, 2019 

   (4) Contract point for the notice 

    Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & finance  

Bureau, Sagamihara City 

     2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 

     Tel +81-42-769-8217 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

相模原市契約第１３号 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「政令」という。)第１６７条の６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

    ４０１１ 災害対応特殊消防ポンプ自動車（東林分署・大沼分署） 

 （２）数量 

    別紙仕様書のとおり 

 （３）納入期限 

平成３２年３月２３日まで 

（４）納入場所 

   別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

 別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続



別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１１のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 

１３ Summary 

   (1) The nature and quantity of the services to be purchased: 

   Fire Engines  

   Quantity：２ 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m. June 4, 2019 

   (3) Time limit of tender (by mail): June 3, 2019 

   (4) Contract point for the notice 

    Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & finance  

Bureau, Sagamihara City 

     2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 

     Tel +81-42-769-8217 

 

 

 

 

 

 

 



 

相模原市契約第１４号 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「政令」という。)第１６７条の６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

    ４０１２ 小型動力ポンプ付積載車（中１－４・中３－５・南３－１）） 

 （２）数量 

    別紙仕様書のとおり 

 （３）納入期限 

平成３２年２月１０日まで 

（４）納入場所 

   別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

 別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続



別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１１のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 

１３ Summary 

   (1) The nature and quantity of the services to be purchased: 

   Fire Engines equipped with a small power pump  

   Quantity：３ 

(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 5 p.m. June 4, 2019 

   (3) Time limit of tender (by mail): June 3, 2019 

   (4) Contract point for the notice 

    Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & finance  

Bureau, Sagamihara City 

     2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 

     Tel +81-42-769-8217 

 

 

 

 

 

 



 

相模原市契約第１５号 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の適

用を受ける調達手続に係る一般競争入札を実施するため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「政令」という。)第１６７条の６、相模原市契約規則（平成４年相模原市規則第９号。以下「契

約規則」という。）第５条及び相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２

２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）第３条の規定により公告する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

    ４０１３ 公共施設予約システム開発・保守・運用業務委託 

 （２）業務内容 

    本業務は、公共施設予約システムの開発、保守及び運用を行うものである。 

詳細は、別紙「公共施設予約システム開発・保守・運用業務委託に係る要求仕様書」（以下、「仕 

様書」という。）のとおり。 

 （３）履行期間 

契約締結の日から平成３７年２月２８日まで 

（４）履行場所 

   相模原市役所ほか 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

 別紙「入札説明書」の２のとおり 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市企画財政局財務部契約課 

電話  ０４２－７６９－８２１７（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

ホームページＵＲＬ http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の４のとおり 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

別紙「入札説明書」の５のとおり 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続



 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

別紙「入札説明書」の６のとおり 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

別紙「入札説明書」の７のとおり 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」の

「入札説明書」からダウンロード可。 

 

９ 入札保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の９のとおり 

 

１０ 入札の無効に関する事項 

別紙「入札説明書」の１２のとおり 

 

１１ 落札者の決定方法に関する事項 

別紙「入札説明書」の１３のとおり 

 

１２ 契約保証金に関する事項 

別紙「入札説明書」の１４のとおり 

 

１３ Summary 

 (1) The nature and quantity of the services to be purchased: 

Nature and quantity of the services to be required    

Commission for Development, Maintenance, and Operation of Public Facilities Reservation  

System  

  (2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 3 p.m., May 27, 2019 

  (3) Time limit of tender (by mail): May 24, 2019 

  (4) Contract point for the notice 

Contract Division, Financial Affairs Department, Planning & finance Bureau,  

Sagamihara City 2-11-15 Chuo, Chuo, Sagamihara, Kanagawa 252-5277 Japan 

     Tel +81-42-769-8217 

 

 



 

 

相模原市契約第１６号 

 

相模原市の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成２２年相模原市規則第４３号）

第１２条の規定により、次のとおり落札者等について公告する。 

 

平成３１年４月１５日 

 

相模原市長 加山 俊夫 

 

番号 落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又は

随意契約の

相手方を決

定した日 

落札者又は随意契約

の相手方の氏名又は

名称及び住所又は所

在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の 相

手 方 を 決

定 し た 手

続き 

当 該 入 札

公 告 を 行

った日 

随意契

約の理

由 

１ 塩基度調整剤 

上期 

企画財政局 

財務部契約課 

相模原市中央

区中央２―１

１－１５ 

平成３１年

３月１９日

田辺商事（株）相模原

営業所 

中央区清新５－５－

６ 

22,486,464 円 一 般 競 争

入札 

平 成 ３ １

年 ２ 月 ４

日 

 

２ 重金属安定化剤 

上期 

企画財政局 

財務部契約課 

相模原市中央

区中央２―１

１－１５ 

平成３１年

３月１９日

（株）ローゼカンキョ

ウ 

中央区富士見５－２

１－３ 

57,434,400 円 一 般 競 争

入札 

平 成 ３ １

年 ２ 月 ４

日 

 

３ 高反応性消石灰 

上期 

企画財政局 

財務部契約課 

相模原市中央

区中央２―１

１－１５ 

平成３１年

３月１９日

尾崎理化（株） 

緑区根小屋１８８８ 

15,379,200 円 一 般 競 争

入札 

平 成 ３ １

年 ２ 月 ４

日 

 

４ 飛灰処理用薬剤 

上期 

企画財政局 

財務部契約課 

相模原市中央

区中央２―１

１－１５ 

平成３１年

３月１９日

八福商事（株） 

東京都日野市日野本

町４－１７－１１ 

16,352,280 円 一 般 競 争

入札 

平 成 ３ １

年 ２ 月 ４

日 

 

 

 

 

 

特定調達契約に係る落札者等の決定 



５ 広報さがみはら

印刷（平成３１

年４月１５日号

～平成３２年４

月１日号） 

企画財政局 

財務部契約課 

相模原市中央

区中央２―１

１－１５ 

平成３１年

３月１９日

（株）リフコム 

東京都中央区日本橋

浜町２－１１－２ 

38,095,080 円 一 般 競 争

入札 

平 成 ３ １

年 ２ 月 ４

日 

 

６ 広報さがみはら

新聞折り込み、

配布（ポスティ

ング等）、梱包、

配送・納品業務

委託 

企画財政局 

財務部契約課 

相模原市中央

区中央２―１

１－１５ 

平成３１年

３月１９日

（株）カナオリ 

神奈川県厚木市岡田

３０８８ 

72,216,500 円 一 般 競 争

入札 

平 成 ３ １

年 ２ 月 ４

日 

 

※５、６については税抜きの落札金額。 


