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北九州市告示第３６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 国道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２１１ 国 道 ２

１１号 

前 北九州市八幡西区金剛一丁 

目５００番２地先から 

北九州市八幡西区割子川二 

丁目１番１３地先まで 

9.8

～

43.3

6,030.9

  後 北九州市八幡西区金剛一丁 

目５００番２地先から 

北九州市八幡西区割子川二 

丁目１番１３地先まで 

9.8

～

43.3

6,030.9
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北九州市告示第３７号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり平成２９年２月１日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において

、一般の縦覧に供する。

  平成２９年２月１日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 国道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

２１１ 国道２１

１号

北九州市八幡西区金剛一丁目５００番２地先か

ら

北九州市八幡西区割子川二丁目１番１３地先ま

で
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北九州市告示第３８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２５ 門 司 行

橋線 

前 北九州市門司区本町３番３ 

地先から 

北九州市小倉南区大字朽網 

３９１４番５４地先まで 

4.0

～

97.3

26,664.6

  後 北九州市門司区本町３番３ 

地先から 

北九州市小倉南区大字朽網 

３９１４番５４地先まで 

4.0

～

97.3

26,664.6

２６２ 柄 杓 田

大里線 

前 北九州市門司区大字柄杓田 

１１１７番地先から 

北九州市門司区大里東一丁 

目３９８４番１地先まで 

4.0

～

37.0

6,714.1

  後 北九州市門司区大字柄杓田 

１１１７番地先から 

北九州市門司区大里東一丁 

目３９８４番１地先まで 

4.0

～

51.7

6,652.6

１１ 有 毛 引

野線 

前 北九州市若松区大字有毛１ 

０８５番１地先から 

北九州市八幡西区養福寺町 

１１０番８地先まで 

5.8

～

43.0

12,396.0
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  後 北九州市若松区大字有毛１ 

０８５番１地先から 

北九州市八幡西区養福寺町 

１１０番８地先まで 

5.8

～

43.0

12,395.6
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北九州市告示第３９号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり平成２９年２月１日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において

、一般の縦覧に供する。

  平成２９年２月１日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 県道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

２５ 門司行橋

線

北九州市門司区本町３番３地先から

北九州市小倉南区大字朽網３９１４番５４地先

まで

２６２ 柄杓田大

里線

北九州市門司区大字柄杓田１１１７番地先から

北九州市門司区大里東一丁目３９８４番１地先

まで

１１ 有毛引野

線

北九州市若松区大字有毛１０８５番１地先から

北九州市八幡西区養福寺町１１０番８地先まで
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北九州市告示第４０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 区域決定の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

６０４３ 曽根２

２３号

線 

小倉南区曽根北町２６３３番 

４４地先から 

小倉南区大字曽根４３６１番 

１０地先まで 

16.6

～

18.9

1,063.7

６３８３ 市瀬５

４号線 

八幡西区市瀬一丁目９３３番 

１地先から 

八幡西区市瀬一丁目７４５番 

４地先まで 

14.3

～

22.0

293.7

６３８４ 市瀬５

５号線 

八幡西区市瀬二丁目７４５番 

６地先から 

八幡西区市瀬二丁目７２８番 

１１地先まで 

13.8

～

22.0

45.5

６３９２ 割子川

２３号

線 

八幡西区割子川一丁目１８８ 

０番４地先から 

八幡西区割子川一丁目１８８ 

２番１地先まで 

22.0 23.3

１８１２ 中原６

号線 

戸畑区大字中原４６番１３０ 

地先から 

戸畑区大字中原４６番１地先 

まで 

10.5

～

24.2

555.6

１８７１ 中原戸 戸畑区大字中原４６番１地先 11.6 1,906.0
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畑１号

線 

から 

戸畑区大字戸畑２５５番１７ 

２まで 

～

26.8
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北九州市告示第４１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において 

、一般の縦覧に供する。 

  平成２９年２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

２６４０ 東 門 司

９号線 

前 門司区東門司一丁目４２番 

４地先から 

門司区東門司一丁目４３番 

３地先まで 

5.6

～

7.9

26.3

  後 門司区東門司一丁目３２番 

１地先から 

門司区東門司一丁目４３番 

３地先まで 

5.8

～

8.1

101.1

２６４２ 東 門 司

１ １ 号

線 

前 門司区東門司一丁目４１番 

２地先から 

門司区東門司一丁目２９０ 

４番５地先まで 

3.7

～

6.2

266.5

  後 門司区東門司一丁目４１番 

２地先から 

門司区東門司一丁目２９０ 

４番５地先まで 

3.7

～

6.4

265.9

２６７１ 柄 杓 田

３号線 

前 門司区大字柄杓田４１２番 

地先から 

門司区大字柄杓田８４８番 

３地先まで 

0.6

～

4.9

645.6
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  後 門司区大字柄杓田６７８番 

３地先から 

門司区大字柄杓田８４８番 

３地先まで 

0.6

～

4.9

649.6

２６９０ 柄 杓 田

２ ２ 号

線 

前 門司区大字柄杓田７９６番 

２地先から 

門司区大字柄杓田７９８番 

地先まで 

3.0

～

6.9

155.0

  後 門司区大字柄杓田８１５番 

１４地先から 

門司区大字柄杓田７９８番 

地先まで 

3.0

～

7.0

156.4

７８５ 横 代 １

号線 

前 小倉南区大字横代１４６３ 

番１地先から 

小倉南区横代南町五丁目１ 

６２４番３地先まで 

1.5

～

12.7

631.3

  後 小倉南区大字横代１４６３ 

番１地先から 

小倉南区横代南町五丁目１ 

６２４番３地先まで 

1.5

～

11.6

630.8

４１１９ 横 代 ７

号線 

前 小倉南区横代南町四丁目１ 

６５２番３地先から 

小倉南区大字横代１３７３ 

番２地先まで 

3.8

～

8.8

686.9

  後 小倉南区横代南町四丁目１ 

６５２番３地先から 

小倉南区大字横代１３７３ 

番２地先まで 

3.8

～

8.8

686.6

４１３３ 横 代 ２

１号線 

前 小倉南区大字横代１６１３ 

番１地先から 

小倉南区大字横代１６１９ 

番１地先まで 

4.0

～

6.6

84.8
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  後 小倉南区横代南町三丁目１ 

６１３番７地先から 

小倉南区横代南町三丁目１ 

６１９番１地先まで 

4.1

～

9.2

84.1

６０４４ 曽 根 ２

２ ４ 号

線 

前 小倉南区曽根北町２９３７ 

番１地先から 

小倉南区中曽根東二丁目３ 

７９３番１まで 

16.0

～

21.4

473.2

  後 小倉南区曽根北町２６３３ 

番４０地先から 

小倉南区中曽根東二丁目３ 

７９３番１まで 

16.0

～

21.4

471.1

５３０ 野 面 笹

田 １ 号

線 

前 八幡西区大字野面９７０番 

３地先から 

八幡西区大字笹田９２０番 

２地先まで 

4.9

～

14.1

1,718.4

  後 八幡西区大字野面９７０番 

３地先から 

八幡西区大字笹田９２０番 

２地先まで 

5.3

～

14.1

1,721.3

５４０ 割 子 川

１号線 

前 八幡西区割子川二丁目４番 

３地先から 

八幡西区割子川二丁目１９ 

番２地先まで 

19.5

～

20.0

520.7

  後 八幡西区割子川二丁目４番 

３地先から 

八幡西区割子川二丁目１９ 

番２地先まで 

19.5

～

20.0

520.0

７４０ 幸 神 相

生 町 １

号線 

前 八幡西区幸神四丁目３番１ 

地先から 

八幡西区相生町１３番１６ 

地先まで 

14.2

～

22.4

1,539.6
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  後 八幡西区幸神四丁目３番１ 

地先から 

八幡西区相生町１３番１６ 

地先まで 

14.2

～

22.4

1,539.3

７４７ 竹 末 若

葉 １ 号

線 

前 八幡西区竹末一丁目４番８ 

地先から 

八幡西区若葉三丁目１４６ 

５番２６地先まで 

12.7

～

25.4

919.7

  後 八幡西区竹末一丁目４番８ 

地先から 

八幡西区若葉三丁目１４６ 

５番２６地先まで 

12.7

～

25.4

919.1

１２８８ 市 瀬 １

１号線 

前 八幡西区市瀬一丁目７２９ 

番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目８５２ 

番５地先まで 

1.9

～

7.1

448.3

  後 八幡西区市瀬一丁目７２９ 

番１地先から 

八幡西区市瀬一丁目８５２ 

番５地先まで 

1.9

～

7.1

448.3

１２９５ 市 瀬 １

８号線 

前 八幡西区市瀬二丁目７２７ 

番１地先から 

八幡西区市瀬二丁目６９９ 

番８地先まで 

4.9

～

6.7

282.9

  後 八幡西区市瀬二丁目７２７ 

番１地先から 

八幡西区市瀬二丁目６９９ 

番８地先まで 

4.9

～

6.7

283.1

３６８８ 竹 末 ４

号線 

前 八幡西区竹末一丁目２番４ 

地先から 

八幡西区竹末一丁目１８番 

地先まで 

8.0

～

8.3

503.9
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  後 八幡西区竹末一丁目２番４ 

地先から 

八幡西区竹末一丁目１８番 

地先まで 

8.0

～

8.3

504.1

４２０６ 野 面 １

９号線 

前 八幡西区大字野面１６５８ 

番１地先から 

八幡西区大字野面１６５９ 

番３地先まで 

3.0

～

3.1

51.7

  後 八幡西区大字野面１６５８ 

番１地先から 

八幡西区大字野面１６５９ 

番３地先まで 

2.8

～

3.4

51.9

４２０７ 野 面 ２

０号線 

前 八幡西区大字野面１４３３ 

番１地先から 

八幡西区大字野面１６３０ 

番地先まで 

6.2

～

7.0

95.7

  後 八幡西区大字野面１４３３ 

番１地先から 

八幡西区大字野面１６３０ 

番地先まで 

6.2

～

7.0

85.8

５４８７ 割 子 川

２号線 

前 八幡西区割子川一丁目１１ 

１１番８地先から 

八幡西区上の原一丁目８８ 

番４地先まで 

5.2

～

8.7

495.0

  後 八幡西区割子川一丁目１１ 

１１番８地先から 

八幡西区上の原一丁目８８ 

番４地先まで 

5.2

～

8.7

494.9

６７０８ 野 面 １

１ ０ 号

線 

前 八幡西区大字野面１６７１ 

番１地先から 

八幡西区大字野面１７２９ 

番１地先まで 

8.0

～

11.1

214.3
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  後 八幡西区大字野面１６７１ 

番１地先から 

八幡西区大字野面１７２９ 

番１地先まで 

8.0

～

11.1

210.7

６７０９ 野 面 １

１ １ 号

線 

前 八幡西区大字野面１６７３ 

番４地先から 

八幡西区大字野面１８２４ 

番１０地先まで 

6.6

～

11.1

215.2

  後 八幡西区大字野面１６７３ 

番４地先から 

八幡西区大字野面１８２４ 

番１０地先まで 

6.6

～

11.3

211.8

５０２ 新 池 ２

号線 

前 戸畑区千防一丁目４４番９ 

地先から 

戸畑区新池一丁目５２５０ 

番１地先まで 

35.5

～

39.2

682.5

  後 戸畑区千防一丁目４４番９ 

地先から 

戸畑区新池一丁目５２５０ 

番１地先まで 

35.3

～

39.2

682.5

７０２ 中 原 １

号線 

前 戸畑区大字中原４６番５８ 

地先から 

戸畑区大字中原４６番１地 

先まで 

19.1

～

23.8

288.8

  後 戸畑区大字中原４６番５８ 

地先から 

戸畑区大字中原４６番１地 

先まで 

17.1

～

22.3

289.8

１２６３ 新 池 １

３号線 

前 戸畑区新池二丁目５５７２ 

番４地先から 

戸畑区新池一丁目１１番地 

先まで 

5.4

～

6.0

318.5
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  後 戸畑区新池二丁目５５７２ 

番４地先から 

戸畑区新池一丁目１１番１ 

地先まで 

5.4

～

9.4

319.0

１２７２ 新 池 ２

２号線 

前 戸畑区新池一丁目７番１地 

先から 

戸畑区新池一丁目２２番地 

先まで 

5.5

～

5.7

95.2

  後 戸畑区新池一丁目７番１地 

先から 

戸畑区新池一丁目２２番地 

先まで 

5.5

～

8.0

95.6

１２７４ 新 池 ２

４号線 

前 戸畑区新池一丁目６３番２ 

地先から 

戸畑区新池一丁目１１番１ 

地先まで 

13.5

～

26.0

126.6

  後 戸畑区新池一丁目６３番２ 

地先から 

戸畑区新池一丁目１１番１ 

地先まで 

13.5

～

14.7

126.7

１２８２ 新 池 ３

２号線 

前 戸畑区新池一丁目２３番１ 

地先から 

戸畑区新池一丁目２３番３ 

地先まで 

4.6 22.8

  後 戸畑区新池一丁目２３番１ 

地先から 

戸畑区新池一丁目２３番３ 

地先まで 

4.3

～

4.6

23.1

１４４１ 中 原 ２

号線 

前 戸畑区中原東四丁目４６番 

１地先から 

戸畑区中原東四丁目４６番 

８９地先まで 

7.5

～

22.8

226.0
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  後 戸畑区大字中原４６番１０ 

６地先から 

戸畑区中原東四丁目４６番 

８９地先まで 

7.5

～

22.8

224.1

１７９６ 中 原 中

原 東 ２

号線 

前 戸畑区中原新町１１４番９ 

地先から 

戸畑区中原東四丁目４６番 

５７地先まで 

8.5

～

19.4

1,423.3

  後 戸畑区中原新町１１４番９ 

地先から 

戸畑区大字中原１１４番６ 

３地先まで 

8.9

～

26.8

1,419.4

１８１２ 中 原 ６

号線 

前 戸畑区大字中原４６番１３ 

０地先から 

戸畑区大字中原４６番１地 

先まで 

10.4

～

12.7

327.0

  後 戸畑区大字中原４６番１３ 

０地先から 

戸畑区大字中原４６番１地 

先まで 

10.5

～

24.2

555.6

１８１３ 中 原 ７

号線 

前 戸畑区大字中原４６番８７ 

地先から 

戸畑区大字中原４６番４地 

先まで 

12.3

～

27.6

564.0

  後 戸畑区大字中原４６番８７ 

地先から 

戸畑区大字中原４６番４地 

先まで 

10.2

～

27.6

560.2

１８７１ 中 原 戸

畑 １ 号

線 

前 戸畑区中原新町１１４番７ 

５地先から 

戸畑区大字戸畑２５５番１ 

７２まで 

11.6

～

17.8

1,157.0

17



  後 戸畑区大字中原４６番１地 

先から 

戸畑区大字戸畑２５５番１ 

７２まで 

11.6

～

26.8

1,906.0
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北九州市告示第４２号

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり平成２９年２月１日から道路の供用を開始する。

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課において

、一般の縦覧に供する。

  平成２９年２月１日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 道路の種類 市道

２ 路線名等

整理番号 路線名 供用開始の区間

２６４０ 東門司９

号線

門司区東門司一丁目３２番１地先から

門司区東門司一丁目４３番３地先まで

２６４２ 東門司１

１号線

門司区東門司一丁目４１番２地先から

門司区東門司一丁目２９０４番５地先まで

２６７１ 柄杓田３

号線

門司区大字柄杓田６７８番３地先から

門司区大字柄杓田８４８番３地先まで

２６９０ 柄杓田２

２号線

門司区大字柄杓田８１５番１４地先から

門司区大字柄杓田７９８番地先まで

７８５ 横代１号

線

小倉南区大字横代１４６３番１地先から

小倉南区横代南町五丁目１６２４番３地先まで

４１１９ 横代７号

線

小倉南区横代南町四丁目１６５２番３地先から

小倉南区大字横代１３７３番２地先まで

４１３３ 横代２１

号線

小倉南区横代南町三丁目１６１３番７地先から

小倉南区横代南町三丁目１６１９番１地先まで

６０４３ 曽根２２

３号線

小倉南区曽根北町２６３３番４４地先から

小倉南区大字曽根４３６１番１０地先まで

６０４４ 曽根２２

４号線

小倉南区曽根北町２６３３番４０地先から

小倉南区中曽根東二丁目３７９３番１まで
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５３０ 野面笹田

１号線

八幡西区大字野面９７０番３地先から

八幡西区大字笹田９２０番２地先まで

５４０ 割子川１

号線

八幡西区割子川二丁目４番３地先から

八幡西区割子川二丁目１９番２地先まで

７４０ 幸神相生

町１号線

八幡西区幸神四丁目３番１地先から

八幡西区相生町１３番１６地先まで

７４７ 竹末若葉

１号線

八幡西区竹末一丁目４番８地先から

八幡西区若葉三丁目１４６５番２６地先まで

１２８８ 市瀬１１

号線

八幡西区市瀬一丁目７２９番１地先から

八幡西区市瀬一丁目８５２番５地先まで

１２９５ 市瀬１８

号線

八幡西区市瀬二丁目７２７番１地先から

八幡西区市瀬二丁目６９９番８地先まで

３６８８ 竹末４号

線

八幡西区竹末一丁目２番４地先から

八幡西区竹末一丁目１８番地先まで

４２０６ 野面１９

号線

八幡西区大字野面１６５８番１地先から

八幡西区大字野面１６５９番３地先まで

４２０７ 野面２０

号線

八幡西区大字野面１４３３番１地先から

八幡西区大字野面１６３０番地先まで

５４８７ 割子川２

号線

八幡西区割子川一丁目１１１１番８地先から

八幡西区上の原一丁目８８番４地先まで

６３８３ 市瀬５４

号線

八幡西区市瀬一丁目９３３番１地先から

八幡西区市瀬一丁目７４５番４地先まで

６３８４ 市瀬５５

号線

八幡西区市瀬二丁目７４５番６地先から

八幡西区市瀬二丁目７２８番１１地先まで

６３９２ 割子川２

３号線

八幡西区割子川一丁目１８８０番４地先から

八幡西区割子川一丁目１８８２番１地先まで

５０２ 新池２号

線

戸畑区千防一丁目４４番９地先から

戸畑区新池一丁目５２５０番１地先まで
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７０２ 中原１号

線

戸畑区大字中原４６番５８地先から

戸畑区大字中原４６番１地先まで

１２６３ 新池１３

号線

戸畑区新池二丁目５５７２番４地先から

戸畑区新池一丁目１１番１地先まで

１２７２ 新池２２

号線

戸畑区新池一丁目７番１地先から

戸畑区新池一丁目２２番地先まで

１２７４ 新池２４

号線

戸畑区新池一丁目６３番２地先から

戸畑区新池一丁目１１番１地先まで

１２８２ 新池３２

号線

戸畑区新池一丁目２３番１地先から

戸畑区新池一丁目２３番３地先まで

１４４１ 中原２号

線

戸畑区大字中原４６番１０６地先から

戸畑区中原東四丁目４６番８９地先まで

１７９６ 中原中原

東２号線

戸畑区中原新町１１４番９地先から

戸畑区大字中原１１４番６３地先まで

１８１２ 中原６号

線

戸畑区大字中原４６番１３０地先から

戸畑区大字中原４６番１地先まで

１８１３ 中原７号

線

戸畑区大字中原４６番８７地先から

戸畑区大字中原４６番４地先まで

１８７１ 中原戸畑

１号線

戸畑区大字中原４６番１地先から

戸畑区大字戸畑２５５番１７２まで
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北九州市公告第５８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２９年２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市小倉南区大字曽根４０５３

番２ 

北九州市小倉南区下曽根一丁目１

５番９号 

岡野孝司 
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北九州市公告第５９号 

  一般競争入札により、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）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市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７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

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２９年２月１日 

                                  北九州市長 北  橋  健  治   

１  調達内容 

（１） 購入品目 再生紙 

（２） 入札案件名及び予定数量 

 ア 市内事業所配送分 

（ア） 再生紙Ａ４ ２万９，０００箱 

（イ） 再生紙Ａ３ ２，５５０箱 

（ウ） 再生紙Ｂ４ ２００箱 

  イ 学校配送分 

（ア） 再生紙Ａ４ ２万２，５００箱 

（イ） 再生紙Ａ３ １，８００箱 

（ウ） 再生紙Ｂ４ １万５，０００箱 

（３） 購入物品の特質等  仕様書で定めるとおり 

（４） 契約期間  平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

（５） 納入場所  市の指示する場所 

（６） 入札方法  第２号ア及びイの入札案件ごとに、予定数量に１箱当た

りの単価を掛けた総価により行う。ただし、契約は、落札金額の１箱当た

りの価格による単価契約とする。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１００分の８に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ 

 ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

（１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く 
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。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。） 

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに 

より行う。ただし、電子入札システムにより難い場合は、事前に発注者の

承諾を得て、紙入札による参加ができるものとする。 

（２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への変更は行わないものとす

る。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の

承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

（３） 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙 

入札に変更する場合がある。 

（４） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、北九州市電子入札運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるもの

とする。 

３  競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札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項の有資格業者名簿 

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成２９

年２月２２日までに競争入札参加資格審査申請を行わなければならない。 

５  入札手続等 

（１） 契約条項を示す場所及び日時 

ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  日時  公告の日から平成２９年３月１４日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）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 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交 

付する。 

（３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 
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（４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所   

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体で提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない

。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

公告の日から平成２９年２月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

公告の日から平成２９年２月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）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 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

（５） 入札書の提出期限及び提出場所 

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾

を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

平成２９年３月２日から同月１３日まで（日曜日及び土曜日を除く。 

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１４日午前９時か

ら午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に平成２９年３月１３日午後５時までに必着のこと。 

（６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  平成２９年３月１４日午後２時１０分 

６ 契約の締結 

  この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算 

 が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、契約を行わない 
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ことによる補償は、行わない。 

７  その他   

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当 

する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  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 

（４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

とする。 

（５） 契約書作成の要否  要 

（６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

（７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

である。 

（８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

８   Summary  

（１）   Product and Quantity  

Recycled Paper  

Forecasted Quantity:   

    ａ Recycled Paper (For Office)  

26



    29,000 cases of A4 recycled paper, 2,550 cases of A3 recycled  

paper, 200 cases of B4 recycled paper  

b  Recycled Paper (For School)  

    22,500 cases of A4 recycled paper, 1,800 cases of A3 recycled 

paper, 15,000 cases of B4 recycled paper  

（２） Deadline for the submission of tender  

For tenders via the electronic bidding system:    

2:00p.m., March 14, 2017   

For tenders submitted by mail:    

5:00p.m., March 13, 2017   

（３）   For further information, please contact: Contracts Division,  

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of 

Kitakyushu  
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北九州市公告第６０号 

  一般競争入札により、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）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市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７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

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２９年２月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び予定数量 

      コークス  ２，２００トン 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期間  平成２９年４月１日から同年６月３０日まで 

  （４） 納入場所  北九州市門司区新門司三丁目７９番地 

新門司工場 

 （５） 今後納入が予定される数量及び入札公告時期 

   いずれも入札期日の前日から起算して２４日前までに公告する。 

  ア ２，４００トン 平成２９年５月頃 

  イ ２，０００トン 平成２９年８月頃 

  ウ １，６００トン 平成２９年１１月頃 

（６） 入札方法 １トン当たりの価格により行う。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１００分の８に相当する金額を加

算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費

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、見積もった金

額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、紙入札による参加ができるものとする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの
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とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙

入札に変更する場合がある。 

  （４） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、北九州市電子入札運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるもの

とする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札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項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。  

（４）  本公告に示した購入物品を、指定する日時及び場所に確実に納入す

ることができることを証明した者であること。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成２９

年２月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申

請を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

  イ  日時  公告の日から平成２９年３月１４日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）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 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交 

付する。    

  （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所   

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認
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申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体で提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない

。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    公告の日から平成２９年２月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア )  提出期間 

          公告の日から平成２９年２月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）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 

   （イ )  提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ )  提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾 

  を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

平成２９年３月２日から同月１３日まで（日曜日及び土曜日を除く。

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月１４日午前９時から

午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に平成２９年３月１３日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  平成２９年３月１４日午後２時１０分 

６ 契約の締結 

  この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算 

 が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、契約を行わない 

ことによる補償は、行わない。 

７  その他   
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  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  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 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

である。 

  （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

８ Summary  

（１） Product and Quantity  

Purchase of Coke   

Forecasted Quantity: 2,200t 

  （２） Deadline for the submission of tender  

For tenders via the electronic bidding system:  
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2:00p.m., March 14, 2017  

For tenders submitted by mail:    

5:00p.m., March 13, 2017     

（３）  For further information, please contact: Contracts Division,   

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第６１号 

  一般競争入札により、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）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市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７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

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２９年２月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      家庭ごみ及び資源化物収集用指定袋 １，０２５万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  平成２９年７月３１日 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

（５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期  

 ア １，０１５万枚 平成２９年４月頃 

  イ １，０４０万枚 平成２９年６月頃 

  ウ １，００５万枚 平成２９年８月頃 

  エ ９４５万枚 平成２９年１０月頃 

 （６） 入札方法  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１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

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、見積もった金額

の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（７） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、紙入札による参加ができるものとする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの
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とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙

入札に変更する場合がある。 

  （４） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、北九州市電子入札運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるもの

とする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札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項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

の日前２年間に、国、地方公共団体等の官公庁（外国の官公庁を含む。）

、または北九州市における外郭団体と同様の団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（１年間における納入数量の合計が６８３万枚以

上であるものに限る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成２９

年２月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申

請を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  日時  公告の日から平成２９年２月２８日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）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 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。    
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  （３） 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体で提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない

。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    公告の日から平成２９年２月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。 

）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          公告の日から平成２９年２月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く 

。）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 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾 

  を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

平成２９年２月２３日から同年２月２７日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２８日午前９

時から午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に平成２９年２月２７日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  平成２９年２月２８日午後２時１０分 

６  その他   

  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 
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    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  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 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 

である。 

  （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

７ Summary  

（１） Product and Quantity   

Purchase of Clear plastic bag for household garbage and resource recovery 

Quantity: 10,250,000 sheets 

  （２） Deadline for the submission of tender  

For tenders via the electronic bidding system:  

2:00p.m., February 28, 2017        

For tenders submitted by mail:   

5:00p.m., February 27, 2017           
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（３）   For further information, please contact: Contracts Division,  

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第６２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）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市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７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成２９年２月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    児童生徒用机及び椅子 一式（机 １，０３７台及び椅子 １，０３７脚

）  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成２８年１２月９日 

４  落札者の名称及び住所   

    有限会社 富士事務機 

    北九州市小倉北区若富士町１番１０号 

５  落札金額   

    ５５４万３，８０２円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成２８年１１月１０日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第６３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）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市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７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成２９年２月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び数量   

    家庭ごみ及び資源化物収集用指定袋 ９８５万枚  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成２８年１２月２１日 

４  落札者の名称及び住所   

    プラテック株式会社 

    福岡市博多区金の隈三丁目６番２２号 

５  落札金額   

    ４，８１１万１，８４０円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成２８年１１月１０日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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北九州市公告第６４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）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市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７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    平成２９年２月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  物品等の名称及び予定数量   

    コークス １５０万キログラム  

２  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市技術監理局契約部契約課 

    北九州市小倉北区城内１番１号 

３  落札者を決定した日   

    平成２８年１２月９日 

４  落札者の名称及び住所   

    株式会社三誠商会 

    北九州市八幡東区西本町一丁目１０番８号 

５  落札金額   

    １キログラム当たりの金額 ４４円 

６  契約の相手方を決定した手続   

    一般競争入札 

７  一般競争入札の公告をした日        

    平成２８年１１月１０日 

８  落札方式 

    最低価格による。 
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工事名 廃棄物響灘東（西）護岸工事（２８）
工事場所 北九州市若松区響町二丁目地先
工事内容 基礎工　２６，５９５立方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成２９年１２月３１日まで
予定価格 ４億３，４３７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。ただし、一括審査方式とする。詳細を入札説明書で必ず確認すること。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 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。
登録工種 港湾工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ

指数
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１，２００点未満であること。

許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店または主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２３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。）の港湾
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（一般競争で参加資格有りと認
めたものも含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本件開札日に、この工事より先行して技術監理局契約部契約課において開札する予定価格６，
０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の港湾工事の落札者でないこと。

技術者
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（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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）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

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成２９年３月７日　午前９時
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
ずれかに該当する場合は、免除する。

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

（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

　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。

（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。

北九州市公告第６６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

　　平成２９年２月１日
。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。
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（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

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

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。）

８　入札の無
　効

（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

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（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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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

　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

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　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。

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　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
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工事名 廃棄物響灘東（北）護岸工事（２８）
工事場所 北九州市若松区響町二丁目地先
工事内容 基礎工　２４，５８４立方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成２９年１２月３１日まで
予定価格 ４億１，４１３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。ただし、一括審査方式とする。詳細を入札説明書で必ず確認すること。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 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。
登録工種 港湾工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ

指数
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１，２００点未満であること。

許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店または主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２３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。）の港湾
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（一般競争で参加資格有りと認
めたものも含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本件開札日に、この工事より先行して技術監理局契約部契約課において開札する予定価格６，
０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の港湾工事の落札者でないこと。

技術者
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（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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）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

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成２９年３月７日　午前９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
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

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。）

８　入札の無
　効

（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

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第６７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

　　平成２９年２月１日
。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。
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（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

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

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

（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

　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。

（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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　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。

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　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

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

　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

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 廃棄物響灘東（北）護岸工事（２８－３）
工事場所 北九州市若松区響町二丁目地先
工事内容 基礎工　２１，７９３立方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成２９年１２月３１日まで
予定価格 ３億９，９５４万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。ただし、一括審査方式とする。詳細を入札説明書で必ず確認すること。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 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。
登録工種 港湾工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ

指数
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１，２００点未満であること。

許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店または主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２３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。）の港湾
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（一般競争で参加資格有りと認
めたものも含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本件開札日に、この工事より先行して技術監理局契約部契約課において開札する予定価格６，
０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の港湾工事の落札者でないこと。

技術者
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（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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）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

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成２９年３月７日　午前９時３０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
ずれかに該当する場合は、免除する。

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

（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

　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。

（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。

北九州市公告第６８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

　　平成２９年２月１日
。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。
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（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

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

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。）

８　入札の無
　効

（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

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（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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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

　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

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　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。

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　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
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工事名 廃棄物響灘東（北）護岸工事（２８－２）
工事場所 北九州市若松区響町二丁目地先
工事内容 基礎工　２０，９３０立方メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成２９年１２月３１日まで
予定価格 ３億８，３８３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。ただし、一括審査方式とする。詳細を入札説明書で必ず確認すること。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 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。
登録工種 港湾工事（希望順位を問わない。）
等級（注２） Ａ

指数
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１，２００点未満であること。

許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店または主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２３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。）の港湾
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（一般競争で参加資格有りと認
めたものも含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
本件開札日に、この工事より先行して技術監理局契約部契約課において開札する予定価格６，
０００万円以上（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の港湾工事の落札者でないこと。

技術者
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（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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）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

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成２９年３月７日　午前９時４５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
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

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。）

８　入札の無
　効

（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

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

北九州市公告第６９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

　　平成２９年２月１日
。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。
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（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

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

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

（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

　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。

（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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　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。

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　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

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

　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

　規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名
工事場所
工事内容
工期
予定価格
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ
ム

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。

出資比率 各構成員の出資比率が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を受けていること。

平成２３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

実績 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（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）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２７年
　度又は平成２８年度に発注した予定価格（注３）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（受発注者間情報共有システム試行対象工事を落札した者で契約手続
　中のものを含む。）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　北九州市技術監理局契約部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。
　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２９年１月３０日から本件開札日までの間に開札
　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。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
本店、主たる営業所（注７）、支店又は営業所が北九州市内にあり、平成２９
年１月３０日までに北九州市技術監理局契約部契約制度課において、事業所の
登録手続（注８）を完了していること。
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

指数 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９５０点以上であり、構成員中最大であるこ
と。

出資比率 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（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日に

技術者 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 所在地 本店又は主たる営業所（注７）が北九州市内にあること。
代表構成員以 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。）
外の構成員の 技術者 又は主任技術者（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

北九州市公告第７０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２９年２月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

１　工事概要

手持工事等

適用する。ただし、一括審査方式とする。詳細を入札説明書で必ず確認すること。

３億３，０１１万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
請負契約締結の日から平成３０年７月３１日まで
工事延長　４７メートル　ほか
北九州市小倉北区長浜町
砂津長浜線道路改良工事（２８－３）

共同企業体の
結成基準

登録

共同企業体の
代表構成員の
条件

構成員の数

試行対象としない。

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。）

共同企業体の
構成員の資格

所在地
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条件 置することができること。
３　契約条項 場所
　を示す場所 期間
　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

場所
日時
最低制限価格
入札保証金

１時から午後４時３０分まで
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　この公告の日から平成２９年２月１３日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月１４日　午前９時から正午まで

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

ずれかに該当する場合は、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
免除する。
設ける。
平成２９年３月１４日　午前９時

（２）　平成２９年２月２７日　午前９時から午後４時３０分まで
（１）　平成２９年２月２３日及び同月２４日　午前９時から午後７時まで

　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

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

　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
　設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　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
（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
　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。

（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。 

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。

　６）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　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

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　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。

　事請負契約約款第２５条第５項及び第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
　条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。

　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。

注７　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。

　参加資格審査申請随時受付申請要領に基づく登録手続をいう。
注８　平成２８・２８年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請申請要領又は平成２７・２８年度北九州市建設工事入札

８　入札の無
　効

（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 
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
（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
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

注９　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

注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第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
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工事名
工事場所
工事内容
工期
予定価格
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ
ム

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。

出資比率 各構成員の出資比率が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を受けていること。

平成２３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

実績 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（一般競争入札で参加資格有りと認めたものを含む。）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２７年
　度又は平成２８年度に発注した予定価格（注３）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（受発注者間情報共有システム試行対象工事を落札した者で契約手続
　中のものを含む。）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　北九州市技術監理局契約部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。
　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２９年１月３０日から本件開札日までの間に開札
　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。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
本店、主たる営業所（注７）、支店又は営業所が北九州市内にあり、平成２９
年１月３０日までに北九州市技術監理局契約部契約制度課において、事業所の
登録手続（注８）を完了していること。
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

指数 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９５０点以上であり、構成員中最大であるこ
と。

出資比率 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（直接的かつ恒常的な雇用関係（入札を行った日に

技術者 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 所在地 本店又は主たる営業所（注７）が北九州市内にあること。
代表構成員以 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。）
外の構成員の 技術者 又は主任技術者（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

試行対象としない。

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。）

共同企業体の
構成員の資格

所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治　　　

１　工事概要

手持工事等

適用する。ただし、一括審査方式とする。詳細を入札説明書で必ず確認すること。

２億８，３４７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
請負契約締結の日から平成３０年３月１５日まで
工事延長　３６メートル　ほか
北九州市小倉北区長浜町
砂津長浜線道路改良工事（２８－２）

共同企業体の
結成基準

登録

共同企業体の
代表構成員の
条件

構成員の数

北九州市公告第７１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２９年２月１日
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条件 置することができること。
３　契約条項 場所
　を示す場所 期間
　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

場所
日時
最低制限価格
入札保証金

　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。

注７　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。

　参加資格審査申請随時受付申請要領に基づく登録手続をいう。
注８　平成２８・２８年度北九州市建設工事入札参加資格審査申請申請要領又は平成２７・２８年度北九州市建設工事入札

８　入札の無
　効

（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 
（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
（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
（１）　この公告に示した競争参加資格のない者のした入札
　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

注９　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

注５　北九州市工事請負契約約款第２５条第５項及び第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

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　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。

　事請負契約約款第２５条第５項及び第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
　条第５項及び第６項）に規定する契約金額の変更をいう。

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。

　６）とする。
（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５
　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
　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

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

　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
　設業担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。
　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
（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
　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。

（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。 

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　この公告の日から平成２９年２月１３日まで（注９）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月１４日　午前９時から正午まで

北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

ずれかに該当する場合は、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
免除する。
設ける。
平成２９年３月１４日　午前９時１５分

（２）　平成２９年２月２７日　午前９時から午後４時３０分まで
（１）　平成２９年２月２３日及び同月２４日　午前９時から午後７時まで

１時から午後４時３０分まで
この公告の日から本件開札日まで（注９）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後
北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
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工事名 県道城野砂津線他歩道バリアフリー化整備工事（２８－５）
工事場所 北九州市小倉北区片野新町三丁目ほか
工事内容 工事延長　２４０メートル　ほか
工期 請負契約締結の日から平成２９年９月２９日まで
予定価格 ６，０８３万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用しない。

受発注者間情
報共有システ
ム

試行対象としない。

登録 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。
登録工種 土木工事（希望順位が第１順位であること。）
等級（注２） Ａ
許可 土木工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店または主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２３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（一般競争で参加資格有りと認
めたものも含む。）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２７年度又は平成２８
  年度に発注した予定価格（注４）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（受発注者間情報共有システム試行対象工事を
　落札した者で契約手続中のものを含む。）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　北九州市技術監理局契約部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２９年１月３０日から本件開札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（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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（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　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

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成２９年２月２１日　午前９時
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
ずれかに該当する場合は、免除する。

８　入札の無
　効

　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注８）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで

契約保証金

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

北九州市公告第７２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

　　平成２９年２月１日
。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。
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
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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

　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。

（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。

（３）　契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札

（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

　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

　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。

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。

　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１７
　議をいう。

注４　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

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

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
　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。
　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

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

　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

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（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

　）とする。

（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

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６
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工事名 （仮称）野面団地第１工区市営住宅建設工事
工事場所 北九州市八幡西区野面一丁目７番ほか
工事内容 市営住宅の建設工事を行うもの。
工期 請負契約締結の日から３３０日間
予定価格 ２億３，１０９万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式

適用する。

登録 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。
登録工種 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 建築工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 本店又は主たる営業所（注３）が北九州市内にあること。

実績

平成２３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（一般競争入札で参加資格有り
と認めたものも含む。）又は契約の実績があること。

手持工事等
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２９年１月３０日から本件開札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（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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注４）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

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成２９年３月７日　午前９時
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
ずれかに該当する場合は、免除する。

（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで

　）とする。

９　その他

　規定する有資格業者名簿をいう。

（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

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

（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

　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。

８　入札の無
　効

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。

（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

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

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

　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

北九州市公告第７３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

１　工事概要

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。）

　　平成２９年２月１日
。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。
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市長　北　橋　健　治

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（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
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　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。

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　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
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北九州市公告第７４号

 北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第２０条第

１項の規定により対象事業内容変更届出書の提出があったので、同条第２項の

規定により、次のとおり公告する。

  平成２９年２月１日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 事業者の氏名及び住所 

  株式会社響灘火力発電所

  代表取締役 塚田 裕行

  福岡県北九州市戸畑区中原新町２番１号

２ 対象事業の名称

  響灘火力発電所建設事業

３ 変更事項

事業場内で発生する生活排水（最大１０ｍ ３ ／日）の排水経路変更

４ 変更内容

変更前 変更後

事業場内で発生する生活排水（最

大１０ｍ ３ ／日）は、下水道へ流

入する。

事業所内で発生する生活排水（最

大１０ｍ ３ ／日）は、事業所内に

新設する合併処理浄化槽を経た後

、特定排出水と共に排水処理設備

で処理後、洞海湾に放流する。

５ 変更年月日

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第８条第１項

の規定による許可の日以降

６ 変更理由

試掘の結果、下水管への接続経路に埋設障害物が確認され、必要な勾配で

の下水管への接続が出来なかったため。
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工事名 本城浄水場～穴生浄水場導水管φ１０００布設替工事
工事場所 北九州市八幡西区大字本城地内
工事内容 鋼管布設工Φ１０００　２０９．８ｍ　ほか
工期 請負契約締結の日から３３５日間
予定価格 １億９７７万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 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。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ
許可 水道施設工事業について特定建設業の許可を受けていること。
所在地 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２３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の実績（一般競争入
札で参加資格有りと認めたものを含む。）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２９年１月３
０日から本件開札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（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

技術者 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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）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 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成２９年３月７日　午前１０時

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、契約規程において準用する契約規則第２５条第
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。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（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

（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 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　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
　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

　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

（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 

（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

（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

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　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。

北九州市上下水道局公告第７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

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
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
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　諌　山　修

公告する。
　　平成２９年２月１日

期間

（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用する。

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。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　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。

　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

　）とする。

注４　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

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

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。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　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
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工事名 別所・山ノ岬系送水管布設替工事（２８－１工区）
工事場所 北九州市八幡西区鉄王一丁目地内
工事内容 鋳鉄管据付工Φ８００　２４０．３８ｍ　ほか
工期 請負契約締結の日から１８０日間
予定価格 ４，１６５万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 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。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ
許可 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を受けていること。
所在地 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２３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の実績（一般競争入
札で参加資格有りと認めたものを含む。）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２９年１月３
０日から本件開札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（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

技術者 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（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。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）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 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成２９年２月２１日　午前９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、契約規程において準用する契約規則第２５条第
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。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（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

（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 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　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
　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

　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

（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 

（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

（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

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　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。

北九州市上下水道局公告第８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

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
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
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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　諌　山　修

公告する。
　　平成２９年２月１日

期間

（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

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。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間
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（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　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。

　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

　）とする。

注４　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

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

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。

　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　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
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工事名 西港町配水管布設替工事（２８－２）
工事場所 北九州市小倉北区西港町地内
工事内容 鋳鉄管据付工Φ３００（ＮＳ形）　２０７．７ｍ　ほか
工期 請負契約締結の日から１６５日間
予定価格 ４，０４６万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）
総合評価落札
方式
受発注者間情
報共有システ 試行対象としない。
ム
登録 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。
登録工種 水道施設工事
等級（注２） Ａ
許可 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を受けていること。
所在地 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２３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の実績（一般競争入
札で参加資格有りと認めたものを含む。）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２９年１月３
０日から本件開札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（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

技術者 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（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。

その他 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

この公告の日から本件開札日まで（注４）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 場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
　所及び日時 日時 平成２９年２月２１日　午前９時２０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、契約規程において準用する契約規則第２５条第
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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　諌　山　修

公告する。
　　平成２９年２月１日

期間

（２）　平成２９年２月７日　午前９時から正午まで
（１）　この公告の日から平成２９年２月６日まで（注４）の毎日午前９時から午後４時３０分まで

適用しない。

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。）

実績

手持工事等

１　工事概要

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

北九州市上下水道局公告第９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

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
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
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

（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 

（３）　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

（４）　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

　担当部局（福岡県建築指導課等）に通報する。

　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。

（２）　この工事の推進工事作業期間中は、公益社団法人日本推進技術協会の認定する推進工事技士資格を有
　　　する責任技術者を常駐させなければならない。詳細については、推進工事特記仕様書を確認すること。

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

（１）　平成２９年２月１６日及び同月１７日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から午後４時３０分まで

（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

（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 

８　入札の無
　効

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

　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

（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
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　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
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

　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。
注４　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
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。
　５９号）第７条第１項に規定する有資格業者名簿をいう。

　）とする。

　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
（５）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話　０９３－５８２－２２５６

　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
　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
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工事名 日明浄化センター７号汚水ポンプ機械設備改良工事
工事場所 北九州市小倉北区西港町９６番地の３
工事内容 汚水ポンプの機械設備改良工事
工期 請負契約締結の日から平成３０年３月１５日まで
予定価格 １億７，９７２万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。)
総合評価落札
方式

適用しない。

登録 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。
登録工種 機械器具設置工事（希望順位を問わない。）
許可 機械器具設置工事業について特定建設業の許可を受けていること。

次の指名実績又は施工実績を有すること。
（１）指名実績については、次の条件を満たす北九州市（上下水道局、交通局及び病院局を含
　む。以下「本市」という。）が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工
　事は除く。）について、単体又は共同企業体の構成員として、指名の実績を有すること。た
　だし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセント以上のものに限る。
　ア　平成２３年度以降の指名であること。
　イ　予定価格が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。）の３分の１
　　以上であること。
　ウ　下水道施設として設置されたポンプ場施設内での機械器具設置工事であること。なお、
　　ポンプ場に終末処理場内ポンプ場を含む。
　エ　口径675ｍｍ以上のポンプ設備の工事であること。但し、水中ポンプを除く。

（２）施工実績については、次の条件を満たす地方公共団体又は地方共同法人日本下水道事業
　団が発注した公共下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績は除く。）又は
　流域下水道プラント工事（撤去工事及び建築設備工事での実績は除く。）を元請として施工
　した実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０パーセ
　ント以上のものに限る。
　ア　平成１８年度以降に受注し、かつ、平成２８年３月３１日までに完成し、又は引渡しが
　　完了していること。
　イ　当初契約金額（消費税及び地方消費税相当額を除く。）が本件工事の予定価格（消費税
　　及び地方消費税相当額を除く。）の３分の１以上であること。
　ウ　下水道施設として設置されたポンプ場施設内での機械器具設置工事であること。なお、
　　ポンプ場に終末処理場内ポンプ場を含む。
　エ　口径675ｍｍ以上のポンプ設備の工事であること。但し、水中ポンプを除く。

技術者
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（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 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。
場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課

期間
この公告の日から本件開札日まで（注２）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

場所 北九州市小倉北区城内１番１号　北九州市技術監理局契約部契約課
日時 平成２９年３月７日　午前９時１５分
最低制限価格 設けない。
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、契約規程において準用する契約規則第２５条第
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。

北九州市上下水道局公告第１０号

１　工事概要

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。）

　　平成２９年２月１日

　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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市上下水道局長　諌　山　修

実績

６　開札の場
　所及び日時

７　入札及び
　契約に関す
　る条件 契約保証金

３　契約条項
　を示す場所
　及び期間

（１）　平成２９年３月２日及び同月３日　午前９時から午後７時まで
（２）　平成２９年３月６日　午前９時から午後４時３０分まで

（１）　この公告の日から平成２９年２月１７日（注２）までの毎日午前９時から午後４時３０分まで
（２）　平成２９年２月２０日　午前９時から正午まで
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　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。
注２　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

　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

（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

（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

９　その他

（４）　この公告に関する問合せ先は、北九州市技術監理局契約部契約課（電話０９３－５８２－２２５６）
　とする。

（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

　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。

８　入札の無
　効

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。

（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
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北九州市選挙管理委員会告示第１３号 

 平成２９年１月２９日執行の北九州市議会議員一般選挙における当選人は、

次のとおりである。 

  平成２９年１月３０日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

選挙区名 住 所 氏 名 

門司区選挙区 

北九州市門司区大里東四丁目 

１３番２６－１１０号 
渡辺  徹 

北九州市門司区谷町一丁目 

１２番５－２１１号 
日野 雄二 

北九州市門司区黒川西三丁目 

３番１９号 
中島 愼一 

北九州市門司区大字猿喰 

５４２番地２ 
奥村 直樹 

北九州市門司区大里東四丁目 

１１番１８号 
髙橋  都 

北九州市門司区社ノ木一丁目 

２番１４－３０５号 
福島  司 

小倉北区選挙区 

北九州市小倉北区木町三丁目 

７番９号 
冨士川 厚子 

北九州市小倉北区吉野町 

５番３０－８０２号 
松岡 裕一郎 

北九州市小倉北区熊本二丁目 

４番７－２０２号 
世良 俊明 

北九州市小倉北区三郎丸一丁目 

７番１４号 
吉田 幸正  

北九州市小倉北区原町一丁目 

１１番１－１３０２号 
木畑 広宣 

北九州市小倉北区須賀町 

２１番１－４１３号 
大石 正信 

北九州市小倉北区足原一丁目 

１０番３６－４０２号 
中村 義雄 

北九州市小倉北区明和町 

１番２６－１０１号 
佐藤  茂 

北九州市小倉北区大手町 

１３番４５－３０３号 
奥村 祥子 

北九州市小倉北区篠崎五丁目 

３０番７号 
出口 成信 

北九州市小倉北区大畠三丁目 

３番８号 
佐藤 栄作 

北九州市小倉南区上貫三丁目 

３番３７号 
片山  尹 

北九州市小倉南区湯川三丁目 

８番１９号 
柳井  誠 
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小倉南区選挙区 

北九州市小倉南区沼新町二丁目 

１６番２３号 
渡邊 修一 

北九州市小倉南区志井鷹羽台 

１５番２９号 
木下 幸子 

北九州市小倉南区中曽根五丁目 

１１番４３号 
金子 秀一 

北九州市小倉南区山手二丁目 

１２番５号 
井上 秀作 

北九州市小倉南区曽根新田南二丁目 

１番１号 
渡邊  均 

北九州市小倉南区星和台一丁目 

１４番１２号 
藤澤 加代 

北九州市小倉南区長行東三丁目 

１４番３号 
西田  一 

北九州市小倉南区湯川五丁目 

８番３０－１０５号 
森本 由美 

北九州市小倉南区守恒本町一丁目 

２５番１５－１００１号 
森  浩明 

北九州市小倉南区上貫一丁目 

３番８号 
吉村 太志 

若松区選挙区 

北九州市若松区高須東一丁目 

７番３５号 
三原 朝利 

北九州市若松区本町三丁目 

１１番１－１４０６号 
野村 まゆみ 

北九州市若松区西畑町 

１２番２０号 
本田 忠弘 

北九州市若松区畠田三丁目 

６番３４号 
山内 涼成 

北九州市若松区本町一丁目 

８番３１号 
上野 照弘 

八幡東区選挙区 

北九州市八幡東区大蔵二丁目 

２２番３０号 
成重 正丈 

北九州市八幡東区茶屋町 

１２番３０号 
戸町 武弘 

北九州市八幡東区羽衣町 

１０番５号 
白石 一裕 

北九州市八幡東区日の出二丁目 

２０番１６号 
藤元 聡美 

北九州市八幡西区東神原町 

５番８号 
村上 幸一 

北九州市八幡西区穴生一丁目 

１５番１－６０５号 
山本 眞智子 

北九州市八幡西区丸尾町 

１１番１号 
村上 直樹 

北九州市八幡西区木屋瀬二丁目 

３２番２－３０２号 
中島 隆治 
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八幡西区選挙区 

北九州市八幡西区下上津役一丁目 

２番３－１０６号 
宮﨑 吉輝 

北九州市八幡西区日吉台一丁目 

９番３号 
大久保 無我 

北九州市八幡西区本城東四丁目 

１４番８－３０３号 
鷹木 研一郎 

北九州市八幡西区岡田町 

１２番１２－４０４号 
石田 康髙 

北九州市八幡西区大字笹田 

１００１番地 
香月 耕治 

北九州市八幡西区香月中央二丁目 

６番２４号 
佐々木 健五 

北九州市八幡西区則松七丁目 

１３番８号 
田仲 常郎 

北九州市八幡西区西鳴水二丁目 

２５番９号 
濵口 恒博 

北九州市八幡西区三ケ森二丁目 

８番１８－３０２号 
田中 光明 

北九州市八幡西区則松五丁目 

２１番１６－３０５号 
讃井 早智子 

北九州市八幡西区穴生一丁目 

１８番２６号 
村上 聡子 

戸畑区選挙区 

北九州市戸畑区高峰一丁目 

７番９号 
岡本 義之 

北九州市戸畑区中原東三丁目 

１１番９号 
荒川  徹 

北九州市戸畑区明治町 

８番２１－５０２号 
田中  元 

北九州市戸畑区観音寺町 

８番９号 
河田 圭一郎 
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