
千葉市公告第４１号 

一般競争入札について次のとおり公告します。 

  平成３１年１月２８日 

                          千葉市長 熊 谷 俊 人 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）委託件名 

特定健康診査・後期高齢者の健康診査・がん検診等受診券シール等作成・印字及び 

封入封緘業務委託 

（２）委託概要及び委託内容 

  がん検診等及び特定健康診査・健康診査（以下、特定健診）について、年度当初（5 月中旬）

及び年度途中の転入者（特定健診については新規国保加入者）への受診勧奨を行うにあたり必要

な受診勧奨資材の作成、宛名印字、封入封緘を行い、本市が指定する場所に納品する。 

 【委託内容】 

  ア 受診勧奨資材（受診券、利用案内）の作成 

イ 本市が提供する宛名情報（氏名、住所等）の印字 

ウ 対象者の属性に応じた印刷物の封入封緘 

エ 履行場所への納品  

（３）委託内容の特質等 

   入札説明書及び仕様書で指定する特質等を有すること。 

（４）委託期間 

   契約日の翌日から平成３２年２月２９日まで 

（５）納入場所 

納入場所及び数量の内訳は仕様書のとおり 

２ 競争参加資格 

  一般競争入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。 

（１）平成３０・３１年度千葉市委託入札参加資格の審査を受け、資格を有すると認められてい

る者であること。 

（２）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、

次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから、２年間を経過しない者 

  イ 当該入札日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で、同法に

基づく裁判所からの更生手続開始の決定がなされていない者 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で、同法に

基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていない者 

  オ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づく指

名停止措置を入札参加資格確認申請期限の日から入札日までの間に受けている者 

カ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）を完納

していない者 



ク 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっ

ては、個人住民税の特別徴収を行っていないもの 

（３）平成２５年度から平成２９年度までに同種及び同規模の業務委託を履行した者であること。 

（４）個人情報の取り扱いに関して、ISO/IEC27001、JISQ27001、または、一般社団法人日本

情報経済社会推進協会のプライバシーマークを取得していること。 

３ 契約事務担当課 

  〒２６１-８７５５ 千葉市美浜区幸町１－３－９ 

  千葉市保健福祉局健康部健康支援課 

  電話 ０４３－２３８－９９３０ 

４ 入札参加資格確認申請書の配布及び提出 

  一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加の申込みをしなければならない。 

（１）配布場所等 公告の日から前記３の契約事務担当課において配布する（土曜日、日曜日及

び休日を除く午前９時３０分から午後４時３０分まで。）。 

（２）提出場所等 公告の日の翌日から平成３１年２月１８日（月）までに前記３の契約事務担

当課に持参により提出すること（日曜日、土曜日及び休日を除く午前９時３０分から午後４

時３０分まで。）。 

５ 入札説明書の交付 

公告の日から平成３１年２月１８日（月）まで前記３の契約事務担当課において無償により

交付する（日曜日、土曜日及び休日を除く午前９時３０分から午後４時３０分まで。）。 

６ 入札手続等 

（１）入札及び開札の日時 平成３１年３月１１日（月）午前１１時００分（郵送の場合は、日

曜日、土曜日及び休日を除く前日午後５時００分までに前記３の契約事務担当課へ書留郵便

にて必着のこと。） 

（２）入札及び開札の場所  中央コミュニティセンター８３会議室 

（３）入札方法 契約する額は、作成帳票部分については総価、封入封緘及び印字部分は単価と

するが、入札書に記載する額は総価（単価契約部分については、予定数量に単価を乗じた額）

とする。 

（４）入札保証金 要（ただし、千葉市契約規則（昭和４０年千葉市規則第３号）第８条に該当 

する場合は、免除とする。） 

（５）落札者の決定方法 千葉市契約規則第１０条の規定に基づいて作成された予定価格の制限

の範囲内の価格で入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札

者とする。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。 

（６）無効となる入札 千葉市契約規則第１６条の規定に該当する入札 

７ その他 

（１）この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 

（２）契約保証金 要（ただし、千葉市契約規則第２９条に該当する場合は、免除とする。） 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（５）契約条項等については、千葉市保健福祉局健康部健康支援課で閲覧できる。 

（６）前記２（１）に該当しない者が、競争入札に参加するためには、平成３１年２月１８日（月）



までに千葉市財政局資産経営部契約課において当該入札参加資格の認定を受け、かつ、前記

３の契約事務担当課において入札参加資格確認の申請をしなければならない。 

（７）詳細は、入札説明書による。 

８ Ｓｕｍｍａｒｙ 

（１）Nature and quantity of the services to be required: 

Consignment contract for the production of vouchers and other documentation 

pertaining to specific health examinations, health examinations for the latter-stage 

elderly, and cancer screenings; as well as all accompanying printing, letter-stuffing, 

and sealing 

（２）Details of consignment contract: 

 Regarding the materials necessary to promote receiving examinations such as cancer 

screenings, specific health examinations, and health examinations at the beginning of 

the fiscal year (mid-May), or partway through the fiscal year for new residents: 

produce materials for promoting examinations, address the envelopes, stuff and seal 

envelopes, and send the aforementioned items to the locations designated by our City. 

a Production of materials promoting health examinations (examination vouchers, 

instructions for use); 

b Printing addressee information (name, address, etc.) provided by our City; 

c Letter-stuffing and sealing printed materials that align with each recipient’s traits; 

d Delivering these items to the appropriate locations. 

（２）Date and time of bidding: 

11:00 a.m., March 11, 2019 

  （Bids submitted by mail should be sent via registered mail and must be received by 

      5:00 p.m., March 8, 2019) 

（３）Point of contact: 

Health Support Division, Health Department, 

Health and Welfare Bureau, City of Chiba 

1-3-9 Saiwai-cho, Mihama-ku, Chiba City, 

261-8755, JAPAN 

Tel. 043-238-9930 


