第３５４６号

平成２７年７月２２日

発

行

所

北九州市小倉北区城内１番１号

北

目
◇

九

州

市

告

示

○ 収納事務の委託【環境局環境国際戦略室環境国際戦略課】
○ 放置自転車の移動及び保管【建設局道路部道路維持課】
公

ページ
２
３
４

告

○ 道路の指定（２件）【建築都市局指導部建築審査課】
○ 開発行為に関する工事の完了【建築都市局指導部宅地指導課】
○ 請負契約に係る一般競争入札の公告（１１件）【契約室契約課】
○ 物品調達契約に係る一般競争入札の公告【契約室契約課】

◇

所

次

○ 収納事務の委託【総務企画局政策部企画課】

◇

役

１０
１２
１３
３５

上下水道局

○ 請負契約に係る一般競争入札の公告（６件）【上下水道局総務経営部
総務課】

1

３６

北 九 州 市告 示 第 ３０ ６ 号
地 方 自治 法 施 行令 （ 昭和 ２ ２年 政 令第 １ ６ 号） 第 １５ ８ 条第 １ 項及 び 北 九州
市 会 計 規則 （ 昭 和３ ９ 年北 九 州市 規 則第 ４ ９ 号） 第 ４０ 条 第１ 項 の規 定 に より
、 第 ５ １回 北 九 州市 統 計年 鑑 平成 ２ ６年 版 、 大都 市 比較 統 計年 表 平成 ２ ５ 年、
平 成 ２ ６年 北 九 州市 の 人口 （ 町別 ） 及び 平 成 ２７ 年 北九 州 市の 人 口（ 町 別 ）の
売 払 代 金の 収 納 事務 を 次の と おり 委 託し た 。
平 成 ２ ７年 ７ 月 ２２ 日
北 九 州 市長
受
名
称
株 式 会 社井 筒 屋

託

北

橋

健

治

者
委 託 期 間
住
所
北 九州 市小 倉北区 船 平成２７年７月１日 から平成
場 町 １ 番１ 号
２ ８ 年 ３月 ３ １ 日ま で

2

北九州市告示第３０７号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州
市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により
、Pollution Countermeasures of the City of Kitakyushu, Japan （
英文公害対策史）の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。
平成２７年７月２２日
北九州市長
受
名
称
株式会社井筒屋

託

者
住
所
北九州市小倉北区船場
町１番１号

3

北
委

橋
託

健
期

治
間

平成２７年７月１日か
ら平成２８年３月３１
日まで

北九州市告示第３０８号
北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）
第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し
たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。
平成２７年７月２２日
北九州市長
１

北

橋

健

治

移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車
の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所
別表のとおり

２

返還事務を行う時間
月曜日から金曜日まで
土曜日

午後３時から午後７時まで

午後１時から午後５時まで

ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日及び平成２７年１２月２９日から平成２８年１月３日までの日は、返
還業務を行わない。
３

問合せ先
北九州市小倉北区城内１番１号
北九州市建設局道路部道路維持課（電話５８２−２２７４）

４

返還を受けるために必要な事項
自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転
車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５

その他
この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し
ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す
る。

別表
移動し、保管した自転 移 動 し 、 移動し 、保 保管及び返還を行う場所
車が放置されていた場 保管した

管した年月

所

日

自転車の
台数

門司区自転車放置禁止 ２台

平成２７年 北九州市門司区西海岸一丁

区域外

６月２日

目３番
西海岸自転車保管所

4

２台

平成２７年
６月４日

１台

平成２７年
６月１０日

１台

平成２７年
６月１７日

１台

平成２７年
６月２２日

２台

平成２７年
６月３０日

ＪＲ小倉駅周辺地区自 ３１台

平成２７年 北九州市小倉北区青葉二丁

転車放置禁止区域

６月１０日 目１番
青葉自転車保管所
２２台

平成２７年
６月１６日

ＪＲ西小倉駅周辺地区 ４６台

平成２７年

自転車放置禁止区域

６月２３日

ＪＲ南小倉駅周辺地区 ８台

平成２７年 北九州市小倉南区下城野一

自転車放置禁止区域

６月４日

丁目１番
下城野自転車保管所

小倉北区自転車放置禁 ３台

平成２７年

止区域外

６月２日
２台

平成２７年
６月４日

１台

平成２７年
６月８日

5

１台

平成２７年
６月９日

１台

平成２７年
６月１０日

３台

平成２７年
６月１２日

１３台

平成２７年
６月１５日

２台

平成２７年
６月１６日

２台

平成２７年
６月１９日

３台

平成２７年
６月２３日

５台

平成２７年
６月２５日

２台

平成２７年
６月２６日

１台

平成２７年
６月３０日

ＪＲ下曽根駅周辺地区 １台

平成２７年 北九州市小倉南区八重洲町

自転車放置禁止区域

６月１８日 １６番
八重洲自転車保管所
１４台

平成２７年

6

６月２２日
ＪＲ朽網駅周辺地区自 ５台

平成２７年

転車放置禁止区域

６月１１日

小倉南区自転車放置禁 ３台

平成２７年 北九州市小倉南区下城野一

止区域外

６月１日

丁目１番
下城野自転車保管所

１台

平成２７年
６月４日

３台

平成２７年
６月９日

３台

平成２７年
６月１０日

２台

平成２７年
６月１６日

２台

平成２７年
６月１９日

１台

平成２７年
６月２４日

１台

平成２７年
６月２６日

若松駅周辺地区自転車 １台

平成２７年 北九州市若松区響南町８番

放置禁止区域

６月１２日 小石自転車保管所

若松区自転車放置禁止 １台

平成２７年

区域外

６月５日

7

３台

平成２７年
６月２２日

ＪＲ八幡駅周辺地区自 ５台

平成２７年 北九州市八幡西区築地町１

転車放置禁止区域

６月１７日 ０番
築地自転車保管所

八幡東区自転車放置禁 １台

平成２７年

止区域外

６月５日
１台

平成２７年
６月１９日

３台

平成２７年
６月２９日

ＪＲ黒崎駅周辺地区自 １台

平成２７年

転車放置禁止区域

６月１８日

ＪＲ折尾駅周辺地区自 １４台

平成２７年 北九州市八幡西区長崎町２

転車放置禁止区域

６月５日

番
長崎町自転車保管所

ＪＲ陣原駅周辺地区自 ４台

平成２７年

転車放置禁止区域

６月９日

ＪＲ本城駅周辺地区自 ２５台

平成２７年

転車放置禁止区域

６月２４日

ＪＲ九州工大前駅周辺 ８台

平成２７年 北九州市戸畑区三六町１３

地区自転車放置禁止区

６月１９日 番

域

三六自転車保管所

ＪＲ戸畑駅周辺地区自 １台

平成２７年

転車放置禁止区域

６月５日
３台

平成２７年

8

６月２２日

9

北九州市公告第５４３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
る道路を、次のとおり指定した。
平成２７年７月２２日
北九州市長
１

橋

健

治

指定年月日及び指定番号
平成２７年７月２２日

２

北

第９４４５０２号

路線名
路線名

事業名

市道木屋

道路改築

瀬１０４

事業

幅員（ｍ） 延長（ｍ）

起点

終点

２３．０〜 ５２７．０ 北九州市八幡西

北九州市八幡西

区木屋瀬二丁目

区木屋瀬二丁目

３２９番９地先

５５０番７地先

２８．０

号線

10

北九州市公告第５４４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
る道路を、次のとおり指定した。
平成２７年７月２２日
北九州市長
１

橋

健

治

指定年月日及び指定番号
平成２７年７月２２日

２

北

第６４４５０３号

路線名
路線名

事業名

幅員（ｍ）

延長（ｍ）

起点

終点

一般国道

道路改

２９．３〜

２７５．０ 北九州市小倉

北九州市小倉

１９９号

築事業

５２．１

北区末広一丁

北区末広一丁

目１番２３４

目１番２４地

地先

先

線

11

北九州市公告第５４５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次
の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長
開発区域に含まれる地域の名称

北

橋

健

治

開発行為者

北九州市小倉南区高野四丁目１４７ 北九州市小倉南区高野四丁目６番
８番１、１４７８番２、１４８１番 １号
１及び１４８１番２
村山 悟
北九州市小倉南区蜷田若園一丁目３ 北九州市小倉南区南方一丁目３番
４２番１及び３４２番４
１３号
山下勝美

12

北九州市公告第５４６号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式

学研北部宅地整備工事（２７−１）
北九州市若松区大字塩屋ほか
宅地土工（掘削） ６０，０００立方メートル ほか一式
請負契約締結の日から平成２８年３月３１日まで
３億８，２８０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用する。
構成員の数は２社とする。なお、構成員は、この工事について結成された他の共
同企業体の構成員でないこと。
各構成員の出資比率は、１００分の３０以上であること。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有して
登録
いること。
登録工種
土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可
土木工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
所在地
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費
実績
税相当額を含む。）の土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指
名又は契約の実績があること。

共同企業体の 構成員の数
結成基準
出資比率

（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２６年度
又は平成２７年度に発注した予定価格（注５）２億円以上（消費税及び地方消
費税相当額を含む。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
が指定した特殊工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中で
ないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

共同企業体の
構成員の資格
２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。）

ア

手持工事等

その他
指数
共同企業体の
代表構成員の 出資比率
条件
技術者

北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者
であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当
該工事中止期間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変
更（注７）を協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加
資格確認申請書の提出期限の日が当該工期の延長に係る期間中のものである
とき。
（２） 本市が発注した予定価格２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊
工事を除く。）で平成２７年７月２１日から同年９月８日までの間に開札する
ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
平成２７・２８年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経営
規模等評価結果通知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「０１０土木一式
」の「総合評定値（Ｐ）」が構成員中最大であること。
出資比率が構成員中最大であること。
この工事に係る監理技術者（注９）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行っ
た日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にあ
る者に限る。）を専任で配置することができること。

共同企業体の
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）又
代表構成員以
技術者
は主任技術者（注１０）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専
外の構成員の
任で配置することができること。
条件
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
３ 契約条項 場所
この公告の日から平成２７年９月８日まで（注１１）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
を示す場所
期間
で及び午後１時から午後４時３０分まで
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
この公告の日から平成２７年８月４日まで（注１１）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
請書の提出
期間
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（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
場所
平成２７年９月８日 午前９時
日時
設ける。
７ 入札及び 最低制限価格
免除する。
入札保証金
契約に関す
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
契約保証金
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
９ その他
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注９ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注１０ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注１１ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
５

入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時
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北九州市公告第５４７号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式

学研北部宅地整備工事（２７−２）
北九州市若松区大字塩屋ほか
宅地土工（掘削） ６０，１００立方メートル ほか一式
請負契約締結の日から平成２８年３月３１日まで
３億２，６０８万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用する。
構成員の数は２社とする。なお、構成員は、この工事について結成された他の共
同企業体の構成員でないこと。
各構成員の出資比率は、１００分の３０以上であること。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有して
登録
いること。
登録工種
土木工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ
許可
土木工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
所在地
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本
市」という。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費
実績
税相当額を含む。）の土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指
名又は契約の実績があること。

共同企業体の 構成員の数
結成基準
出資比率

（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２６年度
又は平成２７年度に発注した予定価格（注５）２億円以上（消費税及び地方消
費税相当額を含む。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市
が指定した特殊工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中で
ないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

共同企業体の
構成員の資格
２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。）

ア

手持工事等

その他
指数
共同企業体の
代表構成員の 出資比率
条件
技術者

北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者
であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当
該工事中止期間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変
更（注７）を協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加
資格確認申請書の提出期限の日が当該工期の延長に係る期間中のものである
とき。
（２） 本市が発注した予定価格２億円以上（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊
工事を除く。）で平成２７年７月２１日から同年９月８日までの間に開札する
ものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
平成２７・２８年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請の際に提出した経営
規模等評価結果通知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「０１０土木一式
」の「総合評定値（Ｐ）」が構成員中最大であること。
出資比率が構成員中最大であること。
この工事に係る監理技術者（注９）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行っ
た日において雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にあ
る者に限る。）を専任で配置することができること。

共同企業体の
この工事に係る監理技術者（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）又
代表構成員以
技術者
は主任技術者（注１０）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専
外の構成員の
任で配置することができること。
条件
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
３ 契約条項 場所
この公告の日から平成２７年９月８日まで（注１１）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
を示す場所
期間
で及び午後１時から午後４時３０分まで
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
この公告の日から平成２７年８月４日まで（注１１）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
請書の提出
期間
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（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
場所
平成２７年９月８日 午前９時１５分
日時
設ける。
７ 入札及び 最低制限価格
免除する。
入札保証金
契約に関す
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
契約保証金
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
９ その他
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注９ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注１０ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注１１ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
５

入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時
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北九州市公告第５４８号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地
実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である 手持工事等
こと。）

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

その他
場所
期間

高野地区ほ場整備工事（３工区）
北九州市小倉南区高野地内
ほ場整備 ３．７ヘクタール
請負契約締結の日から平成２８年２月２８日まで
４，３３３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
土木工事（希望順位が第１順位であること。）
Ａ
土木工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２６年度又は平成２７
年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する
場合は、この限りでない。
ア 北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） 本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
平成２７年７月２１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。
この工事に係る監理技術者（注９）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技
術者（注１０）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することがで
きること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注１１）の毎日午前９時から午前１１時３０分
まで及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注１１）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時２５分
最低制限価格
設ける。
７ 入札及び
入札保証金
免除する。
契約に関す
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
９ その他 （２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注９ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注１０ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注１１ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５０号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地
実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。） 手持工事等

技術者
その他
場所
契約条項
を示す場所
期間
及び期間

３

競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

公設地方卸売市場水産加工場新築電気工事
北九州市小倉北区西港町９４番地の９
公設地方卸売市場における水産加工場の新築電気工事
請負契約締結の日から平成２８年３月３１日まで
４，２１３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
電気工事（希望順位が第１順位であること。）
Ａ
電気工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」とい
う。）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の
電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構
成員として指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、予定価格１，２００万円以上（消
費税及び地方消費税相当額を含む。）の、本市が発注した電気工事（信号機又は電気計装設
備に係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、
次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア
イ

北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した電気工事の優良業者であるとき。
工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） 本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の電気工事（信号機又は電気計装設備に係る工事を除く。）で平成２７年７月２１日から
同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこ
と。
この工事に係る監理技術者（注８）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技
術者（注９）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置することができるこ
と。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注１０）の毎日午前９時から午前１１時３０
分まで及び午後１時から午後４時３０分まで

４

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注１０）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時２３分
７ 入札の中 本件工事に関連する「公設地方卸売市場水産加工場新築工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札
を中止する。
止
最低制限価格 設ける。
入札及び
入札保証金 免除する。
契約に関す
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
契約保証金
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

８
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（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
１０ その他
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可又は一般建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注８ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注９ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注１０ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
９

入札の無

20

北九州市公告第５５１号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種

八幡図書館他移転改修工事
北九州市八幡東区尾倉二丁目６番１号
八幡図書館他の移転改修工事を行うもの。
請負契約締結の日から平成２８年２月２９日
１億４，６４７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。)
適用する。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
建築工事（希望順位が第１順位であること。）

等級（注２） Ａ
許可
競争入札 所在地
参加資格（
次のいずれ 実績
にも該当す
る者である
こと。）
手持工事等

２

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

その他
場所
期間

建築工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績又は契約の実績があること。
本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で平成２７年７月２１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業
体の構成員を含む。）でないこと。
この工事に係る監理技術者（注５）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置すること
ができること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注６）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
で及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注６）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月６日及び同月７日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月１０日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時
７ 入札及び 最低制限価格 設ける。
契約に関す 入札保証金 免除する。
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４,５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
９ その他
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
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注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注６ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５２号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
許可
所在地
実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である 手持工事等
こと。）

旧八幡西区役所建物等解体工事
北九州市八幡西区筒井町１５番１号
旧八幡西区役所等の解体工事を行うもの。
請負契約締結の日から平成２８年２月２３日まで
１億５，０６４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用する。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
とび・土工・コンクリート工事（希望順位が第１順位であること。）
とび・土工工事業について特定建設業の許可（注２）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）のと
び・土工・コンクリート工事のうち建築物解体工事について、単体又は共同企業体の構成員と
して指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格２００万
円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）のとび・土工・コンクリート工事の
うち建築物解体工事を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次の
いずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 工事の施工の一時中止（注４）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
イ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注５）を
協議（注６）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） 本市が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含
む。）のとび・土工・コンクリート工事のうち建築物解体工事で平成２７年７月２１日から同
年８月１８日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

３

技術者

この工事に係る監理技術者（注７）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置すること
ができること。

その他
場所

本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課

契約条項
を示す場所
期間
及び期間

競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

この公告の日から平成２７年８月１８日まで（注８）の毎日午前９時から午前１１時３０
分まで及び午後１時から午後４時３０分まで

４

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月６日及び同月７日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月１０日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月１８日 午前９時１５分
最低制限価格
設ける。
７ 入札及び
入札保証金
免除する。
契約に関す
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
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（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
９ その他
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注３ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注４ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注５ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注７ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注８ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５３号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地
実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。） 手持工事等

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

その他
場所
期間

葛原跨線橋（徳力葛原線）橋梁補修補強工事
北九州市小倉南区葛原東二丁目ほか
落橋防止工 １式 ほか
請負契約締結の日から平成２８年３月１５日まで
１億８，４１７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用する。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
土木工事（希望順位が第１順位であること。）
Ａ
土木工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２６年度又は平成２７
年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する
場合は、この限りでない。
ア 北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） 本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
平成２７年７月２１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。
この工事に係る監理技術者（注９）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置すること
ができること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注１０）の毎日午前９時から午前１１時３０分
まで及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注１０）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月６日及び同月７日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月１０日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時
７ 入札及び 最低制限価格 設ける。
契約に関す 入札保証金 免除する。
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
９ その他 （２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注９ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注１０ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５４号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地
実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。） 手持工事等

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

その他
場所
期間

曽根２２５号線他２線道路改良工事（２７−１）
北九州市小倉南区中曽根東四丁目
工事延長 ２６０メートル ほか
請負契約締結の日から平成２８年３月１５日まで
８，６３２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
土木工事（希望順位が第１順位であること。）
Ａ
土木工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２６年度又は平成２７
年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する
場合は、この限りでない。
ア 北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） 本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
平成２７年７月２１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。
この工事に係る監理技術者（注９）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置すること
ができること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注１０）の毎日午前９時から午前１１時３０分
まで及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注１０）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時１５分
７ 入札及び 最低制限価格 設ける。
契約に関す 入札保証金 免除する。
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
９ その他 （２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
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（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注９ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注１０ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５５号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地

２

競争入札
参加資格（ 実績
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。） 手持工事等

３

適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
建築工事（希望順位が第１順位であること。）
Ａ
建築工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績又は契約の実績があること。
本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の建築
工事で平成２７年７月２１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業
体の構成員を含む。）でないこと。

技術者

この工事に係る監理技術者（注５）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置すること
ができること。

その他
場所

本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課

契約条項
を示す場所
期間
及び期間

競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

公設地方卸売市場水産加工場新築工事
北九州市小倉北区西港町９４番地の９
公設地方卸売市場における水産加工場の新築工事
請負契約締結の日から平成２８年３月３１日まで
９，９１５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注６）の毎日午前９時から午前１１時３０
分まで及び午後１時から午後４時３０分まで

４

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注６）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時１５分
最低制限価格
設ける。
７ 入札及び
入札保証金
免除する。
契約に関す
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
９ その他
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
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注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注６ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５６号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地
実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。） 手持工事等

公設地方卸売市場水産加工場新築機械工事
北九州市小倉北区西港町９４番地の９
公設地方卸売市場における水産加工場の新築機械工事
請負契約締結の日から平成２８年３月３１日まで
３，４３２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
管工事(希望順位が第１順位であること。)
Ａ
管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員とし
て指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が発注した予定価格１，２０
０万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工事（都市ガス又はＬＰガスに係
る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のい
ずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した管工事の優良業者であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） 本市が発注した予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の管工事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）で平成２７年７月２１日から同年
８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）でないこと。

技術者

この工事に係る監理技術者（注８）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）又は主任技術者（注９
）を専任で配置することができること。

その他
３ 契約条項 場所
を示す場所
及び期間 期間

本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注１０）の毎日午前９時から午前１１時３０分
まで及び午後１時から午後４時３０分まで

４

競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時
７ 入札の中
止

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注１０）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時３１分
本件工事に関連する「公設地方卸売市場水産加工場新築工事」が入札不成立となった場合は、本件工事の入札
を中止する。
最低制限価格 設ける。
８ 入札及び
契約に関す 入札保証金 免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
契約保証金
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
９ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
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（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が、３．０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
１０ その他 下に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設
業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可又は一般建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注８ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注９ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注１０ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５７号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号
。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治
工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地

１

実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。） 手持工事等

技術者
その他
３ 契約条項 場所
を示す場所
及び期間 期間

永犬丸西小学校プール及び渡り廊下等改築機械工事
北九州市八幡西区永犬丸西町四丁目４番１号
永犬丸西小学校プール及び渡り廊下等における機械工事
請負契約締結の日から平成２８年３月１８日まで
１，３４１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
管工事(希望順位が第１順位であること。)
Ａ又はＢ
管工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の管工
事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）について、単体又は共同企業体の構成員とし
て指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、Ａランク業者については予定価格
１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の、Ｂランク業者については
予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の本市が発注した
管工事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。）を単体又は共同企業体の構成員として
施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した管工事の優良業者であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注５）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注６）を
協議（注７）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） Ａランク業者については予定価格１，２００万円以上（消費税及び地方消費税相当額
を含む。）の、Ｂランク業者については予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消
費税相当額を含む。）の本市が発注した管工事（都市ガス又はＬＰガスに係る工事を除く。
）で平成２７年７月２１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業
体の構成員を含む。）でないこと。
この工事に係る監理技術者（注８）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）又は主任技術者（注９
）を配置することができること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注１０）の毎日午前９時から午前１１時３０分
まで及び午後１時から午後４時３０分まで

４

競争参加
資格確認申
この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注１０）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
請書の提出
期間
５ 入札書の （１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
受付期間 （２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
６ 開札の場 場所
所及び日時 日時
平成２７年８月２５日 午前９時３９分
７ 入札の中 本件工事に関連する「永犬丸西小学校プール及び渡り廊下等改築工事」が入札不成立となった場合は、本
件工事の入札を中止する。
止
最低制限価格 設ける。
８ 入札及び 入札保証金 免除する。
契約に関す
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
契約保証金
ずれかに該当する場合は、免除する。
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次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
９ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が、３．０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以
１０ その他 下に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設
業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第５９号）第７条第１項に
規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可又は一般建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注８ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注９ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注１０ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市公告第５５８号
一般競争入札により、デジタル方式Ｘ線一般撮影システム一式について物品調達契約を締結するの
で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭
和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市長 北 橋 健 治
１

調達内容

２ 競 争入 札参
加資格（次のい
ずれにも該当
する者である
こと。
）
３ 契 約条 項を
示す場所及び
期間
４ 競 争参 加資
格確認申請書
提出期間
５ 入 札書 の受
付期間
６ 開 札の 場所
及び日時

購入品目及び数量

デジタル方式Ｘ線一般撮影システム一式

購入物品の仕様
履行期間
納入場所

仕様書に定めるとおり
平成２８年３月１日から平成２８年３月２８日
（仮称）北九州市立総合療育センター西部分所（八幡西区若葉一丁目８番１号）

登録
所在地

有資格業者名簿（注１）に記載されていること。
有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内にあること。
平成２５年度以降において、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下
「本市」という。
）が発注した１件１６０万円を超える物品等供給契約における指名
の実績又は契約の履行実績（随意契約によるものを含む。
）があること。

実績
その他
場所

本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課

期間

この公告の日から平成２７年９月１日まで（注２）の毎日午前９時から午前１１時３
０分まで及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年８月１２日まで（注２）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
平成２７年８月２５日から同月３１日まで（注２）の毎日午前９時から午後７時まで及び平成２７年９月
月１日午前９時から午後２時まで
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
場所
平成２７年９月１日午後２時１０分
日時

免除する
契約金額の１００分の５以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３
契約保証金
号のいずれかに該当する場合は、免除する。
７ 入 札及 び契
総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０
約に関する条
０分の８に相当する金額（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
件
入札方法
切り捨てるものとする。）を加算した金額をもって落札金額とするので、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、見積った金額の１０８
分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
８ 落 札者 の決 契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行ったも
定方法
のを落札者とする。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札
９ 入札の無効
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この調達に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書及び仕様書の交付は、第３項に示す日時及び場所において無償で行う。また、北九州市
契約室ホームページに掲載する。
（３） この入札に係る競争参加資格確認通知を受けていない者は、当該入札に参加することができない。
１０ その他
（４） 原則として、入札者名義のＩＣカード（注３）を取得し、北九州市電子入札システムの利用者登録
を完了していること。
（５） この公告に関する問い合わせ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２０１７）と
する
注１ 北九州市物品等供給契約の競争参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項
に規定する有資格者名簿をいう。
注２ この公告第３項、第４項及び第５項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の休日に関する法律（昭和２３年法律
第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
注３ 北九州市電子入札用電子証明書（ＩＣカード）登録要領第３条に規定するＩＣカードをいう。
入札保証金
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北九州市上下水道局公告第９０号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市上下水道局長 諌 山 修

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地
実績

２

競争入札
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
こと。） 手持工事等

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

その他
場所
期間

片野新町一丁目地内雨水管渠築造工事
北九州市小倉北区片野新町一丁目
自由勾配側溝５００型 ３５２．１５メートル ほか
請負契約締結の日から平成２８年３月１５日まで
５，８５４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
土木工事（希望順位が第１順位であること。）
Ａ
土木工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の土木
工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名の実績又は契約の実績があること。
（１） 競争参加資格確認申請書の提出期限の日において、本市が平成２６年度又は平成２７
年度に発注した予定価格（注５）６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む
。）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）
を単体又は共同企業体の構成員として施工中でないこと。ただし、次のいずれかに該当する
場合は、この限りでない。
ア 北九州市契約室が優良業者認定基準に基づき認定した土木工事の優良業者であるとき。
イ 工事の施工の一時中止（注６）に係る通知を受けている場合において、当該工事中止期
間中であるとき。
ウ 当該施工中の工事について、賃金又は物価等の変動に基づく契約金額の変更（注７）を
協議（注８）するため工期を延長した場合において、競争参加資格確認申請書の提出期限
の日が当該工期の延長に係る期間中のものであるとき。
（２） 本市が発注した予定価格６，０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。
）の土木工事（推進工事、管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で
平成２７年７月２１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の
構成員を含む。）でないこと。
この工事に係る監理技術者（注９）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置すること
ができること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注１０）の毎日午前９時から午前１１時３０分
まで及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注１０）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時２０分
最低制限価格
設ける。
７ 入札及び
契約に関す 入札保証金 免除する。
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
る条件
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
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（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
注１ 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 合併入札を行った工事については、合併入札時の予定価格をいう。
注６ 北九州市工事請負契約約款第２０条（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約約款第
２０条、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２０条）に規定する工事の施工の一時中止
をいう。
注７ 北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道
局工事請負契約約款第２５条第５項及び同条第６項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款
第２５条第５項及び同条第６項）に規定する契約金額の変更をいう。
注８ 北九州市工事請負契約約款第２５条第７項（上下水道局が発注した工事にあっては北九州市上下水道局工事請負契約
約款第２５条第７項、病院局が発注した工事にあっては北九州市病院局工事請負契約約款第２５条第７項）に規定する協
議をいう。
注９ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注１０ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１
７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
９

その他
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北九州市上下水道局公告第９１号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市上下水道局長 諌 山 修

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地

２

競争入札 実績
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
手持工事等
こと。）

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時
７

入札及び
契約に関す
る条件

８

入札の無
効

９

その他

その他
場所
期間

横代北町一丁目他配水管布設替工事
小倉南区横代北町一丁目地内ほか
鋳鉄管据付工 内径１５０ミリメートル １０３．４０メートル
請負契約締結の日から２００日間
３，７０２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

ほか一式

適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
水道施設工事
Ａ
水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事又は土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名又は契約の実績があ
ること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成２７年７月２
１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）で
ないこと。
この工事に係る監理技術者（注５）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技
術者（注６）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができ
ること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
で及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前１０時００分
最低制限価格 設ける。
入札保証金
免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
契約保証金
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建
設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
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注１ 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可又は一般建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注６ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注７ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市上下水道局公告第９２号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市上下水道局長 諌 山 修
工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地

１

２

競争入札
実績
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
手持工事等
こと。）

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時
７

入札及び
契約に関す
る条件

８

入札の無
効

９

その他

その他
場所
期間

小糸町〜中畑町配水管布設替工事
若松区小糸町地内ほか
鋳鉄管据付工 内径１００ミリメートル ５１８．００メートル
請負契約締結の日から１５５日間
２，８６４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

ほか一式

適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
水道施設工事
Ａ
水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事又は土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名又は契約の実績があ
ること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成２７年７月２
１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）で
ないこと。
この工事に係る監理技術者（注５）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技
術者（注６）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができ
ること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
で及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前１０時０５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金
免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
契約保証金
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建
設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
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注１ 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可又は一般建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注６ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注７ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市上下水道局公告第９３号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市上下水道局長 諌 山 修

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地

２

競争入札 実績
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
手持工事等
こと。）

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時
７

入札及び
契約に関す
る条件

８

入札の無
効

９

その他

その他
場所
期間

恒見町配水管布設替工事
門司区恒見町地内
鋳鉄管据付工 内径１００ミリメートル ３５８．６０メートル
請負契約締結の日から１２０日間
２，６２１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

ほか一式

適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
水道施設工事
Ａ
水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事又は土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名又は契約の実績があ
ること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成２７年７月２
１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）で
ないこと。
この工事に係る監理技術者（注５）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技
術者（注６）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができ
ること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
で及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前１０時１０分
最低制限価格 設ける。
入札保証金
免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
契約保証金
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建
設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
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注１ 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可又は一般建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注６ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注７ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市上下水道局公告第９４号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市上下水道局長 諌 山 修
工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
許可
所在地

１

２

競争入札
実績
参加資格（
次のいずれ
にも該当す
る者である
手持工事等
こと。）

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時
７

入札及び
契約に関す
る条件

８

入札の無
効

９

その他

その他
場所
期間

福柳木一丁目配水管布設替工事
戸畑区福柳木一丁目地内
鋳鉄管据付工 内径２００ミリメートル（ＧＸ形） ３３４．００メートル
請負契約締結の日から１４０日間
２，４６０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

ほか一式

適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
水道施設工事
Ａ
水道施設工事業について特定建設業の許可又は一般建設業の許可（注３）を受けていること。
本店又は主たる営業所（注４）が北九州市内にあること。
平成２２年度以降、北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含む。以下「本市」という。
）が発注した予定価格２００万円を超える額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事又は土木工事について、単体又は共同企業体の構成員として指名又は契約の実績があ
ること。
本市が発注した予定価格２，５００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の水道
施設工事（管更生工事、軌道工事及び本市が指定した特殊工事を除く。）で平成２７年７月２
１日から同年８月２５日までの間に開札するものの落札者（共同企業体の構成員を含む。）で
ないこと。
この工事に係る監理技術者（注５）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。以下同じ。）にある者に限る。）又は主任技
術者（注６）（直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を専任で配置することができ
ること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注７）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
で及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年７月２８日まで（注７）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前１０時１５分
最低制限価格 設ける。
入札保証金
免除する。
契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第２号のい
契約保証金
ずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
（３） 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建
設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
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注１ 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可又は一般建設業許可をいう。
注４ 建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第６条に規定する主たる営業所をいう。
注５ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注６ 建設業法第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。
注７ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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北九州市上下水道局公告第９５号
次の工事について、一般競争入札により請負契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２
年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規程（昭和３９年北九州市水
道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）において準用する北九州市契約規則（昭和３
９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり
公告する。
平成２７年７月２２日
北九州市上下水道局長 諌 山 修

１

工事名
工事場所
工事内容
工事概要 工期
予定価格
総合評価落札
方式
登録
登録工種
等級（注２）
指数

２

競争入札
参加資格（ 許可
次のいずれ
にも該当す
る者である 実績
こと。）

技術者

３

契約条項
を示す場所
及び期間
４ 競争参加
資格確認申
請書の提出
期間
５ 入札書の
受付期間
６ 開札の場
所及び日時

その他
場所
期間

油木発電設備更新電気計装工事
福岡県田川郡添田町大字津野 油木発電所
発電設備の更新を行う。
請負契約締結の日から平成３０年３月１５日まで
３億６，４６５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。)
適用しない。
建設工事有資格業者名簿（注１）に記載され、有資格業者としての資格を有していること。
電気工事（希望順位を問わない。）
Ａ
平成２７・２８年度北九州市建設工事競争入札参加資格審査申請の際に提出した経営規模等評
価結果通知書総合評定値通知書の「建設工事の種類」「０８０電気」の「総合評定値（Ｐ）」
が１，０００点以上であること。
電気工事業について特定建設業の許可（注３）を受けていること。
平成６年度以降に受注し、かつ、平成２７年３月３１日までに完成し、又は引渡しが完了した
地方公共団体が発注した水道法第３条に規定する水道施設に設置する発電所出力が２００ｋＷ
以上の水力発電設備工事を、元請として施工した実績があること。ただし、共同企業体として
の実績は、代表者であるものに限る。
なお、水力発電設備工事とは、水力を電気に変換する設備を新設、又は更新する工事をいう。
この工事に係る監理技術者（注４）（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日において
雇用関係が３箇月以上経過していることをいう。）にある者に限る。）を専任で配置すること
ができること。
本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
この公告の日から平成２７年８月２５日まで（注５）の毎日午前９時から午前１１時３０分ま
で及び午後１時から午後４時３０分まで

この公告の日から平成２７年８月３日まで（注５）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

（１） 平成２７年８月２０日及び同月２１日 午前９時から午後７時まで
（２） 平成２７年８月２４日 午前９時から午後４時３０分まで
場所
北九州市小倉北区城内１番１号 北九州市契約室契約課
日時
平成２７年８月２５日 午前９時４７分
７ 入札及び 最低制限価格 設けない。
契約に関す 入札保証金 免除する。
契約保証金 契約金額の１００分の１０以上の額。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第
る条件
７項第１号又は第２号のいずれかに該当する場合は、免除する。
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
（１） この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
８ 入札の無
（２） 競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札
効
（３） 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札
（４） 北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札
（１） この工事に係るその他入札に関する条件は、入札説明書による。
（２） 入札説明書に定める期間中に仕様書等の交付を受けない者又は北九州市電子入札システムの利用者登
録を完了していない者は、この入札に参加することができない。
（３） 下請代金の総額が３，０００万円以上（建築一式工事においては４，５００万円以上）の場合、以下
に定める届出の義務を履行していない一次下請建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）名等を建設業
９ その他
担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務
（４） この公告に関する問合せ先は、北九州市契約室契約課（電話 ０９３−５８２−２２５６）とする。
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注１ 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第８
号）第２条において準用する北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第
５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。
注２ 建設工事有資格業者名簿に記載されている工種ごとの等級をいう。
注３ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条の規定に基づく特定建設業許可をいう。
注４ 建設業法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。
注５ この公告第３項及び第４項に規定する期間内に、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７
８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日が含まれる場合、それらの日を除く。
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