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仙台市公告（調達）第 7号 

平成 30年度において、仙台市が発注する「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める政令」の規定が適用される特定調達契約に係る入札に参加する者に必要な資格及

びその申請方法等について、「物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則」第 3条の規

定により、次のとおり公示します。 

 

平成 30年 3月 30日 

仙台市長 郡 和子 

 

１．調達が見込まれる物品等又は役務 

(1)工事の請負 

(2)設計、測量その他の工事に関連して行う業務の委託 

(3)物品の売買、印刷、賃貸借その他(1)、(2)以外のもの 

※案件名称等は別表のとおり（現時点おいて(2)の対象案件はありません。） 

 

２．入札参加資格 

(1)上記１(1)～(3)の区分に応じた本市の競争入札参加資格者名簿に登載されていること 

(2)地方自治法施行令第 167条の 4第 1項各号に該当する者でないこと 

(3)仙台市入札契約暴力団等排除要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと 

(4)有資格業者に対する指名停止に関する要綱第 2条第 1項の規定による指名停止を受けていな

いこと 

(5)会社更生法に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと 

(6)民事再生法に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと 

(7)その他入札公告で定める要件を満たしていること 

公告 
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３．入札参加資格審査の申請方法 

本市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合は、仙台市ホームページから申請書

等をダウンロードし、入札公告において示された期間内に、申請書その他必要書類を仙台市財

政局財政部契約課に提出してください。 

https://www.city.sendai.jp/shinsesho/download/bunyabetsu/keyaku/index.html 

 

４．入札参加資格の有効期間 

(1)工事の請負の契約に係る資格 

資格を認定された日から平成 31年 3月 31日まで 

(2)設計、測量その他の工事に関連して行う業務の委託契約に係る資格 

資格を認定された日から平成 31年 3月 31日まで 

(3)物品の売買、印刷、賃貸借その他(1)、(2)以外の契約に係る資格 

資格を認定された日から平成 32年 3月 31日まで 

 

５．入札参加資格の更新手続 

入札参加資格者名簿登載者に対して、入札参加資格の有効期間終了日の 3 か月前までに更新

についての案内文を郵送します。その後、２と同様に申請してください。 

 

６．担当部署 

仙台市財政局財政部契約課 仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号 

電話：022-214-8147 

 

別表 

案件の区分 案件の名称 担当局 発注予定時

期 

工事（1（1）） （仮称）仙台市立七郷第二小学校校舎及び

屋内運動場及び（仮称）仙台市七郷第二児

童館新築工事 

都市整備局 第 1四半期 

工事（1（1）） 第３南蒲生幹線工事３ 建設局 第 1四半期 

工事（1（1）） 名取川左岸幹線・長町準幹線工事 建設局 第 3四半期 

物品（1（3）） 基幹系オンライン端末機器更新等業務委託 まちづくり政策局情

報システム課 

第 1四半期 

物品（1（3）） 大量帳票システム構築・運用業務委託 まちづくり政策局情

報システム課 

第１四半期 

物品（1（3）） 基幹系オンライン端末機器賃貸借 まちづくり政策局情

報システム課 

第 1四半期 
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物品（1（3）） 個人市民税課税資料処理及びデータ入力業

務委託 

財政局市民税企画課 第 1四半期 

物品（1（3）） 平成 30 年度土地家屋現況図異動更新及び

画地条件取得支援システム管理業務委託 

財政局資産税企画課 第 1四半期 

物品（1（3）） (仮称)平成 30 年度仙台市住民情報システ

ム番号制度等法改正対応(旧姓併記対応開

発)業務委託 

市民局区政課 第 1四半期 

物品（1（3）） (仮称)平成 30 年度仙台市住民情報システ

ム機器更新等業務委託 

市民局区政課 第１四半期 

物品（1（3）） 仙台市戸籍システム運用・保守業務委託 市民局区政課 第１四半期 

物品（1（3）） 仙台市生活衛生情報処理システム開発等業

務委託 

健康福祉局生活衛生

課 

第１四半期 

物品（1（3）） 仙台市観光シティループバス製造請負 文化観光局観光課 第 1四半期 

物品（1（3）） 道路占用料システム設計・開発・運用業務

委託 

建設局道路管理課 第 1四半期 

物品（1（3）） 道路台帳管理システム設計・開発・運用業

務委託 

建設局道路管理課 第 1四半期 

物品（1（3）） 小型動力ポンプ付積載車製造請負 消防局総務課 第 1四半期 

物品（1（3）） 水槽付消防ポンプ自動車製造請負 消防局管理課 第 1四半期 

物品（1（3）） 消防ポンプ自動車製造請負 消防局管理課 第 1四半期 

物品（1（3）） 学校用 FF式暖房機 教育局学事課 第 1四半期 

物品（1（3）） 仙台高等学校教育用コンピュータ等賃貸借 教育局教育指導課 第 1四半期 

物品（1（3）） マイクロソフト包括ライセンス 教育局教育指導課 第 1四半期 

物品（1（3）） 平成 30 年度仙台市科学館ネットワークシ

ステム更新業務委託 

教育局科学館 第 1四半期 

物品（1（3）） 塩化カルシウム水溶液（35％） 建設局道路保全課 第 2四半期 

物品（1（3）） 塩化カルシウム水溶液（25％） 建設局道路保全課 第 2四半期 

物品（1（3）） 凍結防止剤（固形） 建設局道路保全課 第 2四半期 

物品（1（3）） 仙台市市民利用施設予約システム運用管理

業務委託 

まちづくり政策局情

報システム課 

第 2四半期 
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物品（1（3）） 税務システム機器更新に伴う共通基盤改修

業務委託 

まちづくり政策局情

報システム課 

第 2四半期 

物品（1（3）） 基幹系共通基盤セキュリティ向上対応業務

委託 

まちづくり政策局情

報システム課 

第 2四半期 

物品（1（3）） 仙台市役所上杉分庁舎清掃業務委託 財政局庁舎管理課 第 2四半期 

物品（1（3）） 税務システム改修（居住用超高層建築物対

応等）業務委託 

財政局税制課 第 2四半期 

物品（1（3）） 務システム改修（登記簿照合対応等）業務

委託 

財政局税制課 第 2四半期 

物品（1（3）） 仙台市若林区役所庁舎等清掃業務委託 若林区総務課 第 2四半期 

物品（1（3）） 高規格救急自動車 消防局管理課 第 2四半期 

物品（1（3）） 平成 30年度基幹系共通基盤機器賃貸借（再

契約分） 

まちづくり政策局情

報システム課 

第 3四半期 

物品（1（3）） 平成 31 年度個人住民税課税に係る税制改

正等に伴うシステム改修等業務委託（平成

30年度作業分） 

財政局税制課 第 3四半期 

物品（1（3）） 灯油（学校用燃料） 教育局学事課 第 3四半期 

 

※ この内容は公告日時点での予定であるため，今後変更する場合があります。 

 

 


