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北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

平成３０年５月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３２号

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改

正する規則

北九州市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（昭和３８年北九州市

規則第１４号）の一部を次のように改正する。

 付則第７項中「平成２９年７月１日から同年８月３１日まで」を「平成３０

年６月１日から同年９月３０日まで」に改める。

付 則 

この規則は、平成３０年６月１日から施行する。
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勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年５月３１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３３号

勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則

勤務時間等の特例に関する規則（平成３年北九州市規則第３２号）の一部を

次のように改正する。

 付則を付則第１項とし、付則に次の１項を加える。

２  平成３０年６月１日から同年９月３０日までの間、市長は、職員（市長が

別に定める職員に限る。）について、始業及び終業の時刻について職員の申

告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がない

と認める場合には、職員の申告を経て、条例第４条の２第２項の規定に基づ

く勤務時間の割振りを変更することができる。この場合において、休憩時間

は、規則第４条第１項の規定に基づく休憩時間にかかわらず、正午から午後

１時までとする。 

付 則 

この規則は、平成３０年６月１日から施行する。
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北九州市告示第２７２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  平成３０年６月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

戸畑総合病院 北九州市戸畑区福柳木一丁目３番

３３号 

平成３０年

６月１日 

２ 薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

若園調剤薬局 北九州市小倉南区若園四丁目１４

番１４号 

平成３０年

５月１日 

サクラ調剤薬局二島店 北九州市若松区二島二丁目２番１

４号 

平成３０年

６月１日 

３ 訪問看護ステーション等（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

きゆ訪問看護ステーシ

ョン 

北九州市八幡西区星ヶ丘七丁目８

番２号ガーデンヒルズ星ヶ丘２０

１号 

平成３０年

６月１日 
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北九州市告示第２７３号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  平成３０年６月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

病院又は診療所（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

若園調剤薬局 北九州市小倉南区若園四丁目１４

番１４号 

平成３０年

５月１日 

サクラ調剤薬局二島店 北九州市若松区二島二丁目２番１

４号 

平成３０年

６月１日 

きゆ訪問看護ステーシ

ョン 

北九州市八幡西区星ヶ丘七丁目８

番２号ガーデンヒルズ星ヶ丘２０

１号 

平成３０年

６月１日 
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北九州市告示第２７４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  平成３０年６月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  石田南町ミサワ町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 深川年洋 北九州市小倉南区石田南一丁目５番８

号 

変更後 福谷賢一 北九州市小倉南区石田南一丁目７番１

４号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市小倉南区石田南一丁目５番８号 

変更後 北九州市小倉南区石田南一丁目７番１４号 

４ 変更年月日 

  平成３０年４月１日 
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北九州市公告第３６４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 

る道路を指定したので建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第 

１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成３０年６月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定年月日及び指定番号 

  平成３０年６月１日 第９４４８０１号 

２ 路線名 

路線名 事業名  幅員（ｍ）  延長（ｍ） 起点 終点 

堀川町１

３号線 

北九州広

域都市計

画事業折

尾土地区

画整理事

業 

６．０～

１０．４

１０５．２ 八幡西区堀

川町７２３

番７ 

八幡西区堀

川町７５０

番１－１ 

堀川町１

７号線 

６．０～

１０．２

１１７．７ 八幡西区堀

川町７５２

番１ 

八幡西区堀

川町８０１

番１ 

堀川町１

９号線 

６．０～

１０．３

１００．４ 八幡西区堀

川町７８４

番 

八幡西区堀

川町７５７

番５ 

堀川町４

号線

４．０～

８．９

９３．４ 八幡西区堀

川町７２０

番９ 

八幡西区堀

川町７６４

番２ 
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北九州市公告第３６５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３０年６月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 特定役務の名称及び数量 

     北九州市中央卸売市場電力供給 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 平成３０年９月１日から平成３１年８月３１日まで 

 （４） 履行場所 北九州市小倉北区西港町９４番地の９ 

          北九州市中央卸売市場 

 （５） 入札方法 総価により行う。 

なお、入札価格の算定については、燃料費調整額及び再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金は考慮しないこととする。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１０

８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 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） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定により

小売電気事業者としての登録を受けている者であること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 
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 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３０

年６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申請を

行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項等を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区西港町９４番地の９ 

       北九州市産業経済局中央卸売市場 

  イ 日時 公告の日から平成３０年７月１９日まで（日曜日、土曜日及び

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

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） 競争参加の申出書の提出 

  ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は

、平成３０年６月２２日の午後５時までに競争参加の申出書を北九州市

産業経済局中央卸売市場に提出しなければならない。 

  イ 郵送による場合 第１号アの場所に書留郵便により、平成３０年６月

２２日の午後５時までに必着のこと。 

 （４） 入札説明会の場所及び日時 入札説明会は行わないものとする。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 第１号アの場所と同じ。 

  イ 日時 平成３０年７月２０日午前１０時 

  ウ 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便によ

り、平成３０年７月１９日午後５時までに必着のこと。 

５ 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 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５
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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 

 （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 

   北九州市産業経済局中央卸売市場 

   〒８０３－０８０１ 北九州市小倉北区西港町９４番地の９ 

   電話 ０９３－５８３－２０２５ 

６ Summary  

 （１） The contract item up for tender :  

     Electric power supply to Central Wholesale Market  

 （２） Deadline of Tender (by hand)  

     10:00a.m., July 20, 2018  

 （３） Deadline of Tender (by mail)  

     5:00p.m., July 19, 2018  

 （４） For further information, Please Contact:  

     Central Wholesale Market, Industry and Economics Bureau,  

     City of Kitakyushu  
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北九州市公告第３６６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３０年６月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 特定役務の名称及び数量 

   平成３０年度庁内イントラネット用パソコン等の借入れ及び保守 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３５年１２月３１日まで（契約締結 

  の日から平成３０年１２月３１日までは機器等の設置準備期間とし、契約 

  金額の支払いに係る期間は平成３１年１月１日から平成３５年１２月３１

日までの６０箇月とする。） 

 （４） 履行場所 市長が指示する場所 

 （５） 入札方法 総価（機器借入れ料及び保守料の合計額）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。 

２ 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。 

３ 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 

14



 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３０

年６月２１日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格申請を

行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       北九州市総務局情報政策部情報政策課 

  イ 日時 公告の日から平成３０年７月１８日まで（日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８条）に規定する休日

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） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟３階３０４会議室 

  イ 日時 平成３０年６月２８日午前１０時 

 （４） 競争参加の申出書の提出 

ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は

、平成３０年６月２１日の午後５時までに競争参加の申出書を北九州市

総務局情報政策部情報政策課に提出しなければならない。 

イ 郵送による場合 第１号アの場所に書留郵便により、平成３０年６月

２１日の午後５時までに必着のこと。 

 （５）入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

       小倉北区役所庁舎西棟３階３０４会議室 

  イ 日時 平成３０年７月１８日午後２時 

ウ 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便によ

り、平成３０年７月１７日の午後５時までに必着のこと。 

５ 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 
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  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 入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 

  エ 契約規則第１２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 

   北九州市総務局情報政策部情報政策課 

   〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３５５５ 

６ Summary 

 （１） Nature of Service to be procured 

   Lease and Maintenance of Computers and the related equipment for  

   Intranet of Kitakyushu city office 

 （２） Deadline of Tender（in Person） 

   2:OOp.m July 18,2018 

 （３） Deadline of Tender（by mail） 

   5:00p.m July 17,2018 

 （４） For further information, please contact: 

   Information Technology Promotion Division, 

   General Affairs Bureau, 

   City of Kitakyushu 
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北九州市公告第３６７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更するので、同法第

２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次のとおり

公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の案について意見を有する住民及び利害関係人は、縦覧

期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

平成３０年６月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  公園 

２ 都市計画を変更する都市計画の名称 

  ６・５・１号 大里公園 

３ 都市計画を変更する土地の区域 

  変更する部分 北九州市門司区不老町一丁目及び不老町二丁目 

４ 都市計画の案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建設局公園緑地部緑政課 

５ 縦覧期間 

  平成３０年６月１日から同月１４日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

６ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書を、

平成３０年６月１４日までに上記縦覧場所に到着するよう提出すること。 
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北九州市公告第３６８号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約

又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）

に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有する者

の名簿を作成するために、北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争

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６０号。

以下「規則」という。）第４条第２項（規則第１１条において準用する場合を

含む。）の定時受付を行うので、規則第４条第４項（規則第１１条において準

用する場合を含む。）の規定により、競争入札参加資格の審査の申請書の提出

時期、受付方法等を次のとおり公告する。 

  平成３０年６月１日 

                        北九州市長 北 橋 健 治 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
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    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年７月９日から同月２０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前９時から午後８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに（２）に定

める書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イ、ウ、エ、オ

、キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ

、エ、オ、カ、キ、ケ、コ、サ及びセは、（１）による申請の後、北九州

市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 
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オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  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制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとと

もに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第３６９号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び

測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約

を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に

参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有する者の

名簿を作成するために、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。以下「規則」という。

）第３条第２項（規則第９条において準用する場合を含む。）の定時受付を行

うので、規則第３条第４項（規則第９条において準用する場合を含む。）の規

定により、競争入札参加資格の審査の申請書の提出時期、受付方法等を次のと

おり公告する。 

  平成３０年６月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ 

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とする資格を

有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年６月１８日から同年７月６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８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに（２）に定

める書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オ、カ、キ、ク

、ケ及びサは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ、エ
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、オ及びケは（１）による申請の後、北九州市入札参加資格審査申請シス

テムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   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制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとと

もに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第３７０号 

  一般競争入札により、公用自動車（軽自動車７台）の借入れ及び保守業務契

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３０年６月１日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  契約内容 

 （１） 名称及び数量 

 北九州市消防局公用自動車の借入れ及び保守業務（平成３０年度開

始） 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書に定めるとおり 

 （３） 履行期間 平成３０年９月１日から平成３６年３月３１日まで 

 （４） 履行場所  市の指示する場所 

 （５） 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１０

０に相当する金額を入札書に記載すること。 

２  契約条項を示す場所及び期間 

 （１） 場所 

北九州市小倉北区大手町３番９号 

北九州市消防局総務部総務課 

 （２） 期間 

公告の日から平成３０年６月１４日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

３  入札に参加するための要件 

 （１） あらかじめ入札参加申込みを行い、入札参加者としての資格を有す

るか否かについて審査を受けなければならない。 

 （２） 入札参加申込みは、所定の様式を提出すること。 

４  入札参加申込みを受け付ける場所及び期間 

 （１） 場所 

北九州市小倉北区大手町３番９号 

   北九州市消防局総務部総務課 
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 （２） 期間 

ア 持参する場合は、公告の日から平成３０年６月８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分までに提出すること。 

イ 郵送する場合は、第１号の場所に書留郵便により、公告の日から平成

３０年６月８日午後４時３０分までに必着のこと。 

５  入札及び開札の日時並びに場所 

 （１） 入札日時 平成３０年６月１４日 午前１０時 

 （２） 開札日時 入札締切り後直ちに行う。 

 （３） 入札及び開札場所 

   北九州市小倉北区大手町３番９号 

   北九州市消防局庁舎３階警防本部室 

６ 入札の中止 

  この契約の入札については、この契約に係る予算が成立しない場合は、中

止する。この場合において、市はこの契約の入札の中止による補償は行わな

い。 

７  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

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。 

８  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。 
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  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 

 （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） 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 

      北九州市消防局総務部総務課 

      〒８０３－８５０９  北九州市小倉北区大手町３番９号 

      電話  ０９３－５８２－３８０２ 

     ＦＡＸ ０９３－５９２－６８９８ 
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北九州市上下水道局告示第２２号

 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。

  平成３０年６月１日

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

指定番号 工事店名

代表者

所在地 指定の有効期間

１０６５ 株式会社ＭＯＴＯ

ＳＥＴＳＵ 

本村 修 

北九州市門司区吉

志一丁目３０番１

２号 

平成３０年６月１日

から平成３５年５月

３１日まで 

２１０５ 福設サービス株式

会社 

井上慎一郎 

北九州市小倉北区

中井一丁目２５番

６号 

平成３０年６月１日

から平成３５年５月

３１日まで

３１５８ 三友建設工業株式

会社 

松本友博 

北九州市小倉南区

東貫三丁目２１番

１７号 

平成３０年６月１日

から平成３５年５月

３１日まで

３１５９ ライフ 

工藤尊稔 

北九州市小倉南区

大字高津尾５３３

番地１ 

平成３０年６月１日

から平成３５年５月

３１日まで
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北九州市上下水道局告示第２３号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  平成３０年６月１日 

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｆ－１９２ 株式会社シ

ンエイ 

木原朗広 大阪市中央区谷町

二丁目４番３号ア

イエスビル９Ｆ 

平成３０年

６月１日 

Ｎ－１５６ 株式会社宮

崎組 

宮崎光吾 北九州市八幡西区

日吉台二丁目２６

番５２号 

平成３０年

６月１日 

Ｎ－１５７ マルモ工業 森本 茂 北九州市八幡西区

香月中央二丁目１

０番３１号 

平成３０年

６月１日 
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北九州市上下水道局公告第６０号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市上下水道局が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請

負契約及び測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又

は請負契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」と

いう。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を

有する者の名簿を作成するために、北九州市上下水道局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程（平成７年北九州市水道局管理規程

第２号）第２条の規定において準用する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。以下「

規則」という。）第３条第２項（規則第９条において準用する場合を含む。）

の定時受付を行うので、規則第３条第４項（規則第９条において準用する場合

を含む。）の規定により、競争入札参加資格の審査の申請書の提出時期、受付

方法等を次のとおり公告する。 

  平成３０年６月１日 

               北九州市上下水道局長 有 田 仁 志   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 
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（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とする資格を

有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年６月１８日から同年７月６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８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オ、カ、キ、ク

、ケ及びサは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ、エ

、オ及びケは（１）による申請の後、北九州市入札参加資格審査申請シス

テムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   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制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 
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北九州市上下水道局公告第６１号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市上下水道局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等

の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」

という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）

を有する者の名簿を作成するために、北九州市上下水道局測量業務、建設コン

サルタント業務等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９号）第２条において準用する北九州市測量業務、建

設コンサルタント業務等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６０号。以下「規則」という。）第４条第２項（規則第１

１条において準用する場合を含む。）の定時受付を行うので、規則第４条第４

項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、競争入札参

加資格の審査の申請書の提出時期、受付方法等を次のとおり公告する。 

  平成３０年６月１日 

                   北九州市上下水道局長 有 田 仁 志     

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 
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    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年７月９日から同月２０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前９時から午後８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イ、ウ、エ、オ

、キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ

、エ、オ、カ、キ、ケ、コ、サ及びセは、（１）による申請の後、北九州

市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  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制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 
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北九州市交通局管理規程第２号 

北九州市交通局事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

   平成３０年６月１日 

                           北九州市交通局長  田 茂 人 

   北九州市交通局事務専決規程の一部を改正する規程 

 北九州市交通局事務専決規程（昭和３８年北九州市交通局管理規程第２７号

）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の（１） 支出負担行為に関すること。の報酬、賃金等の執行の項

備考の欄を次のように改める。 

法定福利費、厚生福利費及

び退職給付金を含む。 

 別表第２の（１） 支出負担行為に関すること。の項中 

物品の購

入の執行 

決定 ５００～ １００～  

契約 ～５００ ２０～（単価基本契

約締結済みのものに

係る場合は、全額と

する。） 

〔総務経営課長〕 

５００～ 

検収 ～１００ １００～ 

物品の購

入及び修

繕に係る

決定、契

約及び検

収 

決定 １，０００～ ３００～ 支出科目にかかわらず、物

品に関するもの全部。ただ

し、修繕に係る決定のうち

工事に係るものを除く。 

契約 １，０００～ ３００～（別に定め

るものに係る場合は

、全額とする。） 

１ 支出科目にかかわらず

、物品に関するもの全部

。ただし、修繕に係る契

約のうち工事に係るもの

を除く。 

２ 別に定めるものとは、

次に掲げるものをいう。 

 （１） 単価基本契約締

結済みのもの 

 （２） 価格協定基本契

約締結済みのもの 

検収  全額 支出科目にかかわらず、物

品に関するもの全部。ただ

し、修繕に係る検収のうち

工事に係るものを除く。 

「

「

」

」

を

に、 
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「借地料、借家料及び若戸大橋渡橋料」を「借地借家料及び道路使用料」に、 

建設改良

費、工事

請負費及

び外注修

理費の執

行 

決定 ２０００～ ３００～ 建設改良費、外注修繕費及

びその他修繕費に限る。 契約 ３０００～ 〔総務経営課長〕 

５００～ 

検収 ～３００ ３００～ 

工事の執

行（変更

を含む。

） 

決定 ２，０００～ ３００～ 支出科目にかかわらず、工

事に関するもの全部 契約 ３，０００～ 〔総務経営課長〕 

５００～ 

検査 ～３００ ３００～ 

会議費の執行 ５０～ ５～  

会議費の執行 ５０～ ５～  

委託料の執行 ７００～ ２００～ 工事に係るものを除く。 

使用料及び賃借料

の執行 

２００～ ５０～ 基本契約等により金額の定

めのあるものは、全額課長

専決事項とする。 

「及び自動車重量税」を「、自動車重量税、消費税及び地方消費税」に、「事

故賠償金」を「事故賠償費」に改め、同表の（１） 支出負担行為に関するこ

と。の貸切付帯経費の執行の項備考の欄を次のように改める。 

旅行経費及び貸切あっせん

手数料に限る。 

別表第２の（１） 支出負担行為に関すること。のその他諸経費の執行の項

中「～５０」を「１００～」に改め、同表の注書中第２項を削り、第３項を第

２項とし、第４項を第３項とする。 

 付 則 

 この規程は、平成３０年６月１日から施行する。 

「

「

「

「

」

」

」

」

を

を

に、 

に、 
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北九州市交通局公告第１６号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市交通局が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契

約及び測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請

負契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という

。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有す

る者の名簿を作成するために、北九州市交通局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程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）

第２条において準用する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。以下「規則」という。

）第３条第２項（規則第９条において準用する場合を含む。）の定時受付を行

うので、規則第３条第４項（規則第９条において準用する場合を含む。）の規

定により、競争入札参加資格の審査の申請書の提出時期、受付方法等を次のと

おり公告する。 

  平成３０年６月１日 

                 北九州市交通局長    田 茂 人   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 
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（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とする資格を

有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年６月１８日から同年７月６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８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オ、カ、キ、ク

、ケ及びサは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ、エ

、オ及びケは（１）による申請の後、北九州市入札参加資格審査申請シス

テムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   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制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１７号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市交通局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委

託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」とい

う。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有

する者の名簿を作成するために、北九州市交通局測量業務、建設コンサルタン

ト業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市交

通局管理規程第４号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コンサ

ルタント業務等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６０号。以下「規則」という。）第４条第２項（規則第１１条にお

いて準用する場合を含む。）の定時受付を行うので、規則第４条第４項（規則

第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、競争入札参加資格の

審査の申請書の提出時期、受付方法等を次のとおり公告する。 

  平成３０年６月１日 

                     北九州市交通局長   田 茂 人 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 
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    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年７月９日から同月２０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前９時から午後８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イ、ウ、エ、オ

、キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ

、エ、オ、カ、キ、ケ、コ、サ及びセは、（１）による申請の後、北九州

市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  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制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市病院局公告第２０号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市病院局が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契

約及び測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請

負契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という

。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有す

る者の名簿を作成するために、北九州市病院局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程（平成７年北九州市病院局管理規程第１号）

第２条において準用する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。以下「規則」という。

）第３条第２項（規則第９条において準用する場合を含む。）の定時受付を行

うので、規則第３条第４項（規則第９条において準用する場合を含む。）の規

定により、競争入札参加資格の審査の申請書の提出時期、受付方法等を次のと

おり公告する。 

  平成３０年６月１日 

                 北九州市病院局長 古 川 義 彦   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 
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（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ 

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とする資格を

有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年６月１８日から同年７月６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８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力、送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オ、カ、キ、ク

、ケ及びサは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ、エ

、オ及びケは（１）による申請の後、北九州市入札参加資格審査申請シス

テムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   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制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載のもの

は日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書を発送する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市病院局経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに北九

州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市病院局経営課 

    電話 ０９３－５８２－３０５５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３０６０ 
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北九州市病院局公告第２１号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの期間において、北九

州市病院局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の

委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」と

いう。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を

有する者の名簿を作成するために、北九州市病院局測量業務、建設コンサルタ

ント業務等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

病院局管理規程第８号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コン

サルタント業務等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６０号。以下「規則」という。）第４条第２項（規則第１１条に

おいて準用する場合を含む。）の定時受付を行うので、規則第４条第４項（規

則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、競争入札参加資格

の審査の申請書の提出時期、受付方法等を次のとおり公告する。 

  平成３０年６月１日 

                    北九州市病院局長 古 川 義 彦   

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 
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    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年７月９日から同月２０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前９時から午後８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力、送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イ、ウ、エ、オ

、キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ

、エ、オ、カ、キ、ケ、コ、サ及びセは、（１）による申請の後、北九州

市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  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制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書を発送する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市病院局経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに北九

州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市病院局経営課 

    電話 ０９３－５８２－３０５５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３０６０ 
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北九州市公営競技局公告第９号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市公営競技局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等

の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」

という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）

を有する者の名簿を作成するために、北九州市公営競技局測量業務、建設コン

サルタント業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平成３０年

北九州市公営競技局管理規程第１０号）第２条において準用する北九州市測量

業務、建設コンサルタント業務等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６０号。以下「規則」という。）第４条第２項（

規則第１１条において準用する場合を含む。）の定時受付を行うので、規則第

４条第４項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、競

争入札参加資格の審査の申請書の提出時期、受付方法等を次のとおり公告する

。 

  平成３０年６月１日 

                   北九州市公営競技局長 上 野 孝 司 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、
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又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年７月９日から同月２０日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎

日午前９時から午後８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イ、ウ、エ、オ

、キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ

、エ、オ、カ、キ、ケ、コ、サ及びセは、（１）による申請の後、北九州

市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

50



イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  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制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合わせ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第１０号 

 平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日までの間において、北九州

市公営競技局が発注する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請

負契約及び測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又

は請負契約を除く。）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」と

いう。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）を

有する者の名簿を作成するために、北九州市公営競技局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程（平成３０年北九州市公営競技局管

理規程第８号）第２条において準用する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。以下「

規則」という。）第３条第２項（規則第９条において準用する場合を含む。）

の定時受付を行うので、規則第３条第４項（規則第９条において準用する場合

を含む。）の規定により、競争入札参加資格の審査の申請書の提出時期、受付

方法等を次のとおり公告する。 

  平成３０年６月１日 

               北九州市公営競技局長 上 野 孝 司   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 
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（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ 

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とする資格を

有しない者 

３ 申請の受付日時 

  平成３０年６月１８日から同年７月６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８時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し送信した後、速やかに（２）に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と
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いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オ、カ、キ、ク

、ケ及びサは、必要に応じて提出することとする。なお、提出書類ウ、エ

、オ及びケは（１）による申請の後、北九州市入札参加資格審査申請シス

テムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   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制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  平成３０年９月３０日までに資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  平成３０年１０月１日から平成３２年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

８ 公告に関する問合わせ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市選挙管理委員会告示第２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  平成３０年６月１日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 日 髙 義 隆 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万６，０４４人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第 1 項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育長又は教育委員会の委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数 

  ２０万２７３人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区  ２万８，４３４人 

  小倉北区 ５万６６７人 

  小倉南区 ５万８，７２８人 

  若松区  ２万３，１５８人 

  八幡東区 １万９，２６６人 

  八幡西区 ７万６７３人 

  戸畑区  １万６，４６９人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項
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（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置

協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １３万３，６９７人 
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北九州市監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定に基

づき、包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに補助で

きる期間を次のとおり告示する。 

  平成３０年６月１日 

北九州市監査委員 江 本   均 

同        廣 瀬 隆 明 

同        香 月 耕 治 

同        福 島   司 

氏 名 住   所 補助できる期間 

三浦 勝 福岡県福岡市博多区博多駅

前二丁目１２番２５－１１

０２号 

平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日ま

で 

小島 智也 福岡県北九州市戸畑区一枝

一丁目６番３２号 

平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日ま

で 

藤井 晋 福岡県北九州市八幡西区山

寺町２番１１号 

平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日ま

で 

平井 健太郎 東京都文京区小石川一丁目

３番２３－７０５号 

平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日ま

で 

川名 大哉 福岡県福岡市早良区城西二

丁目３番５３－５０３号 

平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日ま

で 

横田 大斗 福岡県福岡市博多区住吉三

丁目８番３０－６１２号 

平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日ま

で 

鎌田 三郎 東京都中野区弥生町一丁目

１１番９－３０１号 

平成３０年６月１日から

平成３１年３月３１日ま

で 
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