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相模原市契約第１１号 

 

特定調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請の

手続 

 

令和２年度において、相模原市長が発注する、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）の規定が適用される調達契約（以下「特定調達契約」という。）

に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその申請方法等について、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３条の

規定により次のとおり公告します。 

 

令和２年４月６日 

 

相模原市長 本村 賢太郎 

１ 競争入札参加資格認定の申請を必要とする場合 

相模原市の特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者で、参加を希

望する入札案件の入札公告において指定する期日までに相模原市の競争入札参加資格認定を受けて

いない者は、この公告に基づく申請を必要とします。 

 

２ 特定調達契約に係る競争入札参加者に必要な資格の条件 

次の各号のいずれにも該当しない者とします。 

（１）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４第１項(政

令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。) の規定に該当しない者 

（２）政令第１６７条の４第２項(政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。) の
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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 



規定により、相模原市長が競争入札に参加させないこととした者で、その期間を経過していない

者 

（３）同種の営業を引き続き１年以上営んでいない者（同種の営業を引き続き１年以上営んでいる者

と同様の事情にあると認められる者を除く。) 

（４）営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合に、当該許可、認可、登録等を

受けていない者 

（５）過去１年間の事業税を完納していない者 

（６）過去１年間の消費税及び地方消費税を完納していない者 

（７）相模原市税を完納していない者 

 

３ 特定調達契約に係る競争入札参加資格認定申請の方法、提出期間等 

（１）申請の方法 

かながわ電子入札共同システムのホームページ（http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/）に掲

載されている資格申請システムにおいて必要な事項を入力し、当該入力データを送信するととも

に、申請の手引に掲載されている提出書類を提出してください。なお、申請の手引は、かながわ

電子入札共同システムのホームページに掲載されています。 

（２）申請期間 

随時。（ただし、参加を希望する特定調達契約に係る当該入札公告で指定する申請受付期間と

します。）（神奈川県の休日を定める条例（平成元年条例第１２号）及び相模原市の休日を定める

条例（平成元年条例第４号）に規定する休日を除きます。） 

（３) 申請に関する問い合わせ先 

神奈川県相模原市中央区中央２－１１－１５（相模原市役所第２別館４階） 

相模原市財政局財政部契約課 

電話 ０４２－７６９－８２１７ 

 

４ 申請において使用する言語等 

申請書の記入は日本語とします。ただし、その他の書類を外国語で記載されたものは、日本語の訳

文を付記又は添付してください。 

また、申請書に使用できる漢字は、ＪＩＳ第１水準及び第２水準とします。申請内容(人名、法人

名等を含む。)においてこれ以外の漢字を使用している場合は、使用可能な他の適切な文字に置き換

えてください。 

 

http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/


 

相模原市契約第１２号 

 

特定調達契約に係る令和２年度発注予定 

 

令和２年４月６日 

相模原市長 本村 賢太郎 

 

番号 業 務 名 発注予定時期 

１ ネットワーク機器保守委託 第１四半期 

２ 神奈川情報セキュリティクラウド運用委託 第１四半期 

３ 相模原市校内ＬＡＮ構築業務委託 第１四半期 

４ 充電保管庫設置設定委託 第１四半期 

５ 消防ポンプ自動車（鳥屋出張所） 第１四半期 

６ 消防ポンプ自動車（相武台分署） 第１四半期 

７ 高規格救急自動車（相模原本署、上溝分署） 第１四半期 

８ 令和 2 年度 消防情報管理システム部分更新（指令系） 第１四半期 

９ LCMS システム賃貸借 第１四半期 

１０ パソコン機器等賃貸借（令和２年度調達分） 第１四半期 

１１ 学習用タブレット機器 第１四半期 

１２ ＰＣ教室コンピュータ機器(教師用)賃貸借 第１四半期 

１３ 津久井学校給食センター配送業務委託 第１四半期 

１４ 幼稚園バス運行事業 第１四半期 

１５ 高規格救急自動車（田名分署、相原分署） 第１四半期 

１６ 小中学校(その１) で使用する電力の供給 第１四半期 

１７ 小中学校(その２)で使用する電力の供給 第１四半期 

１８ 小中学校(その３)で使用する電力の供給 第２四半期 

特定調達契約に係る令和２年度発注予定 



１９ 高反応性消石灰（下期） 第２四半期 

２０ 飛灰処理用薬剤（下期） 第２四半期 

２１ 重金属安定化剤 下期 第２四半期 

２２ 塩基度調整剤 下期 第２四半期 

２３ 救助隊用防火衣等賃貸借 第２四半期 

２４ 公民館等で使用する電力の供給 第２四半期 

２５ 小中学校等(その４)及び学校給食センターで使用する電力の供給 第３四半期 

２６ 小中学校(その５)で使用する電力の供給 第３四半期 

２７ 博物館で使用する電力の供給 第３四半期 

２８ 相模原市総合保健医療センターで使用する電力の供給 第３四半期 

２９ 重金属安定化剤 上期 第４四半期 

３０ 塩基度調整剤 上期 第４四半期 

３１ 高反応性消石灰（上期） 第４四半期 

３２ 飛灰処理用薬剤（上期） 第４四半期 

３３ 広報さがみはら印刷 第４四半期 

３４ 
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 
第４四半期 

３５ 情報共有基盤システムソフトウェアライセンスの使用権 第４四半期 

※ この内容は、公表時点での予定であるため、今後、追加や変更をする場合があります。 



 

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。 

 

令和２年４月６日 

 

相模原市長 本村 賢太郎 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

４０１０ 相模原市校内ＬＡＮ構築業務委託 

 （２）業務内容 

本業務は、相模原市立小・中学校及び義務教育学校に対して、校内ＬＡＮ及び無線ネットワー

ク環境を整備する業務を委託するものであり、業務内容は別紙「相模原市校内ＬＡＮ構築業務委

託仕様書」のとおり。 

 （３）履行期間 

契約締結の日から令和３年３月３１日まで 

（４）履行場所 

相模原市立小・中学校及び義務教育学校 

 

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 

相模原市財政局財政部契約課 

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 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/


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: 

Commission of building school LAN network 
   (2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 3 p.m. May 18, 2020 
   (3) Time limit of tender (by mail): May 15, 2020 
   (4) Contract point for the notice 
    Contract Division, Financial Affairs Department, Financial Affairs 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。 

 

令和２年４月６日 

 

相模原市長 本村 賢太郎 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号及び件名  

４０１１ 充電保管庫設置設定業務委託 

 （２）業務内容 

本業務は、相模原市立小・中学校及び義務教育学校教室内に学習用コンピュータを収納・充電

するための保管庫を設置するものであり、業務内容は別紙「充電保管庫設置設定業務委託仕様書」

のとおり。 

 （３）履行期間 

契約締結の日から令和３年３月３１日まで 

（４）履行場所 

相模原市立小・中学校及び義務教育学校 

 

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 

相模原市財政局財政部契約課 

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 

特定調達契約に係る入札参加資格及び申請手続 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/


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: 

Commission of setting up charging cabinet  
(2) Time limit of tender (by hand or by e-mail): 3 p.m. May 18, 2020 

   (3) Time limit of tender (by mail): May 15, 2020 
   (4) Contract point for the notice 
    Contract Division, Financial Affairs Department, Financial Affairs Bureau, Sagamihara City 
     2-11-15 Chuo, Chuo-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-5277 Japan 
     Tel +81-42-769-8217 
 


