
新潟市公告第２９７号                     
 

入  札  公  告 
 
 下記のとおり一般競争入札を行いますので，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の６及び新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第８条の規定

に基づき公告します。 
 
 令和４年６月８日 
 

新潟市長  中 原 八 一    
 
１ 入札に付する事項 
（１）品 名 ジャンパー 
（２）品質・規格・数量など 仕様書のとおり 

入札に当たっては，総価での入札とします。 
（３）契約の条項を示す場所 新潟市財務部契約課 
（４）入札日時・場所 令和４年６月２８日 午後１時３０分 

新潟市役所本館２階契約課入札室 
（５）履行期限・履行場所 令和５年２月１日まで 

新潟市消防局（新潟市中央区鐘木２５７番地

１） 他 
（６）入札保証金 新潟市契約規則第１０条第２号により免除 
（７）入札を無効とする場合 新潟市契約規則第１７条第１項の規定に該

当するときは無効とし，入札者が談合その他

不正な行為をしたと認められる場合はその

入札の全部を無効とします。 
（８）入札を中止とする場合 新潟市契約規則第１９条第１項の規定に該当

する場合には，入札を中止することがありま

す。 
（９）談合情報等により公正な入札が行われ

ないおそれがあるときの措置 
談合情報等により，公正な入札が行われない

おそれがあると認められるときは，入札期日

を延期し，または取りやめることがありま

す。 
（１０）契約保証金 新潟市契約規則第３３条及び第３４条の規

定によります。 



（１１）予定価格 公表しません。 
（１２）最低制限価格 設けません。 
（１３）契約締結について議会の議決を要す

るための仮契約 
無 

（１４）その他特記事項  
 

２ 入札参加資格の要件 
 （１） 新潟市内に本社（店），支店または営業所があり，かつ，当該本支店等が本市の

競争入札参加資格者名簿（物品）に登載されている者 
（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者 
（３） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止措

置を受けていない者 
（４） 新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の別表第２の９の措置要件

に該当しない者 
 

３ 入札の参加手続 
一般競争入札に参加を希望する場合，次により申請してください。なお，入札参

加申請者名は入札終了まで公表しません。 
 （１）提出書類  一般競争入札参加申請書（別記様式第２号） ２部 
 （２） 提出先  新潟市財務部契約課物品契約係 

        〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 
        新潟市役所本館２階 
        電話  ０２５－２２６－２２１３ 
        ＦＡＸ ０２５－２２５－３５００   

（３） 提出方法 持参又は郵送 
（４） 申請期限 令和４年６月２１日 
（５） 受付期間 入札公告の日から申請期限の日の午前９時～午後５時（土・日・祝

日を除く） 
 

４ 質疑書の提出について  
説明会を開催しませんので，質疑事項がある場合は，次により質疑書を提出してくだ

さい。 
（１） 様式   別紙様式に準じて作成してください。 
（２） 提出期限 令和４年６月１５日 
（３） 提出先  ３（２）に同じ 
（４） 提出方法 ファクシミリのみとします。 



（５） 回答日  令和４年６月２０日まで 
（６） 回答方法 個別にファクシミリにて回答するほか，入札控室に掲示します。 
（７） その他  電話での受付は一切行いません。 
  質疑書には，正確な番号及び件名を記入してください。また，返信

用ファクシミリ番号を必ず記入してください。 
 

５ 入札時の注意事項 
（１） 入札参加申請後に入札を辞退する場合は，書面で届け出てください。 
（２） 入札時間に遅れた場合は，入札に参加できません。 
（３） 入札場所に入室できるのは，入札参加申請者毎に原則１名とします。 
（４） 代理人が入札する場合は，委任状を提出してください。 
（５） 落札者の決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その

端数の金額を切り捨てた金額）をもって落札者の入札価格とします。入札参加申請

者は，消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず，見積もった契

約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。なお，

入札金額の訂正は無効とします。 
（６） 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，再度入札を一回行います。

再度入札の方法については，別途指示します。ただし，初度入札で無効とされた者，

失格となった者及び最低制限価格を設けたときであって最低制限価格未満の入札を

行った者は，再度入札に参加できません。 
（７） 予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した者が２者以上ある場合は，く

じ引きで落札者を決定します。 
 
６ 落札者の決定 

落札者が決定したときは，直ちにその旨を落札者に通知するとともに速やかに公表し

ます。 
ただし，落札者と決定した者が契約締結までの間に指名停止を受けた場合は，落札決

定を取り消し，仮契約を締結していた場合は，本契約を締結しないものとします。 



別記様式第２号 
 

一般競争入札参加申請書 
 

  年  月  日 

  
 

（宛先）新潟市長 
申請者 

郵便番号 
所在地 

                 商号又は名称 
                 代表者氏名                  

（押印不要） 

                 担当者 
（電話番号                ） 
（ＦＡＸ番号               ） 

 
 

   下記入札の参加資格要件を満たしており，入札に参加したいので，新潟市物品に関

する一般競争入札実施要綱第５条第１項の規定により申請します。 
記 

 
公告年月日 令和４年６月８日 
番   号 新潟市公告第２９７号 
品   名 ジャンパー 

 
 
 



別紙様式 
 

質    疑    書 
年   月   日 

 
住 所 
商号又は名称 
代表者氏名   

（押印不要） 

（担当者                 ） 
（ＦＡＸ番号               ） 

 
１ 番 号  新潟市公告第２９７号 
２ 品 名  ジャンパー 
 

質  疑  事  項 
 

 



 

 

 

ジ ャ ン パ ー 仕 様 書  

 

 

 

 

 

 

新 潟 市 消 防 局  



１ 品目       ジャンパー 

 

２ 数量、納入場所 品目数量等一覧表（ジャンパー）のとおり 

 

３ 用途       消防用 

 

４ 規格（条件）  別添「特記仕様書」のとおり 

 

５ 納期      令和５年２月１日 

   

６ 納入方法 

納入する製品には、容易に取り外せる方法で、職員の所属・氏名等を表示すること。（例：

所属・氏名等を記載した紙をテープ等でとめる。） 

※納入方法や所属・氏名等の詳細は別途指示します。 

 

７ 問い合わせ    

仕様等に関する質問は、下記問い合わせ先にファックス又はメールでお願いします。 

電話等の質問は受け付けませんし、ファックス、メールでの予約のない訪問もお断りし 

ます。 

 

８ その他 

（１）受注者は、原反生産者の発行する原反出荷引受書を契約後１５日以内に消防局総務課

に提出すること。 

（２）受注者は、当市の指示により採寸を実施すること。 

（３）受注者は、納品する製品を製作する前に生地見本を提出のうえ、製品見本を製作し、

当市の承認を得ること。 

ただし、納入実績がある場合で、当市の了承を得た場合は製品見本の製作を行なわな

いことができるものとする。 

（４） 受注者は、納品後であっても生地、附属及び寸法等縫製上の欠陥が認められたときは、

誠意をもって修理または交換するものとする。その場合の費用は受注者の負担とする。 

（５）契約終了後、この契約に対しての業務評価を実施します。 

   納入場所へ納品した際に確認をもらった納品書等を添付すること。 

（６）資源再利用のための「リサイクルマーク」を上衣片布の下部に縫い付ける（例：「ア

ーシンクマーク」）。 

 

 

 



９ 問い合わせ先 

契約課物品契約係  

ＦＡＸ番号：025-225-3500 

Ｅメールアドレス：keiyaku@city.niigata.lg.jp 

mailto:keiyaku@city.niigata.lg.jp


 特記仕様書（ジャンパー） 

新潟市消防局 

１ 総則 

（１）この仕様書は、新潟市消防局において購入する「ジャンパー」について必要な事項を

定める。 

（２）完成品は寸法、形状等がこの仕様書に定めるとおりであり、傷、汚れ、その他外観 

を損なうようなものであってはならない。 

（３）入札及び見積もり参加者は原反メーカーの発行する原反引受証明書を消防局総務課に

入札の前日までに提出すること。 

また、生地色については事前に実物提示の上、当局の事前承認を得ること。 

 

２ 型式及び縫製 

衿 スタンドカラーで内側は起毛地を使用すること。 

袖ハギ デザイン袖で、外袖切替に指定の反射帯を叩きつけてあること。 

袖口 
半ゴム半ベルト式の調節が可能で、内側には二重袖（リブ）が内蔵し

てあること。 

前合わせ 止水ファスナー開閉式で、内側には水切りが取り付けてあること。 

ポケット 

前身両腰には、ファスナー付片玉縁ポケットを配し、十分な収納が可

能であり、ファスナーには引き手をつけ、袋布裾も縫いとめてあること。 

左胸には、ファスナー付片玉縁ポケットを配し、左胸ポケットの脇に

は、共生地ペン差しポケットを配すること。 

マイクフック 両胸には、専用のマイクフックが共生地で取り付けてあること。 

裏地 
中綿と裏地は、中綿がずれない様にダイヤキルティング加工を施して

あること。 

裾始末 
裾は三つ折りでコードロックを通し、両脇ポケット内で絞り調節が可

能であること。 

 

３ 表地規格 

混用率 ポリエステル１００％（再生ＰＥＴ１００％）  

色相  黒 



組織 平織 

見掛繊度 

経 ８４dtx（±５％以内） ＪＩＳ Ｌ―１０９６ 

緯 ８４dtx（±５％以内） ＪＩＳ Ｌ―１０９６ 

密度 

経 １３０本/inch（±５％以内） ＪＩＳ Ｌ－１０９６ 

緯 １００本/inch（±５％以内） ＪＩＳ Ｌ－１０９６ 

防水膜 無孔質性ポリエステルフィルムラミネート 

耐水圧 ２００kpa 以上 ＪＩＳ Ｌ－１０９２高水圧法  

透湿度 

４，０００ｇ/㎡/２４ｈ ＪＩＳ Ｌ－１０９９Ａ－１法 

１５，０００ｇ/㎡/２４ｈ ＪＩＳ Ｌ－１０９９Ｂ－１法 

重量 １００ｇ/㎡以上 ＪＩＳ Ｌ－１０９６ 

撥水度 
９０点（４級）以上（初期） ＪＩＳ Ｌ－１０９２－１９９２

スプレー試験 

その他 循環型リサイクルが可能な素材であること。 

 

４ 附属 

材料 仕様 用途 

中綿 

ポリエステル中綿 白 １３０㎝幅 

身頃１００ｇ 

衿８０ｇ 

袖６０ｇ 

全体 

裏地 
ポリエステルエステルタフタ１２２㎝幅 濃グレ 

ー 

裏地・ｷﾙﾃｨﾝｸﾞ 

起毛地 

起毛ニット １５０㎝巾 濃グレー 衿、チンガード、 

腰ポケット手前袋布 

リブ ポリエステル１００％ 黒 内袖 

ファスナー ＹＫＫ製指定  前合せ、ポケット 



前合わせ５Ｃ－ＯＰ止水ファスナー つや消し

タイプ Ｃ／＃５８０ 黒 

左胸・腰 ５Ｃ－Ｃ－ＤＡ Ｃ／＃９１８ブル

ー 

引き手 樹脂製 ファスナー引き手 

シームテープ 表地に適合したＰＶＣ以外の材質であること。 全体 

反射帯 
オラフォルＧＰ０２０ ２０㎜幅シルバー同等品

以上 

袖ハギ部分 

ゴム 
裾は丸ゴム、袖口はオペロンゴム(ハード)同等品

以上 

裾、袖口、 

面ファスナー ２０㎜幅Ｒカット 黒  袖口 

ハトメ 真鍮製（検針対応） 裾、ポケット 

コードロック 樹脂製 黒 裾 

サイズネーム テープに刺繍 衿 

品質表示 ニックセブン 左脇 

片布 布片布 身頃裏 

芯地 
４３００ＪＮ １００㎜幅 白 同等品以上 タブ、見返し、その

他 

ロゴプリント 再帰性反射プリント シルバー 左胸、背中 

 

５ その他 

 （１）製作にあたっては別図を参考とすること。 

 （２）寸法は別表を参照すること。 

 （３）サイズ札を襟腰下部に縫い付けること。 

 （４）完成品は、適正な方法で折りたたみ、ビニール袋に収納すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図 



 

                 サイズ表   単位：cm+２㎝、－１．５㎝ 

サイズ 着丈 胸囲 裄丈 

Ｓ 69 119 85 

Ｍ 73 122 87 

Ｌ 77 125 89 

ＬＬ 81 130 91 

ＥＬ 85 135 93 

４Ｌ 88 140 95 

５L 88 145 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表 



品目数量等一覧表（ジャンパー） 別紙

納入場所 住所 電話番号 納入数量

1 消防局
中央区鐘木
257番地1

025-288-3220 15

2 北消防署
北区葛塚
5095番地

025-387-0119 26

3 東消防署
東区山木戸

1丁目1番20号
025-275-9111 53

4 中央消防署
中央区鐘木
257番地1

025-288-3119 114

5 江南消防署
江南区泉町
3丁目2番1号

025-381-2327 27

6 秋葉消防署
秋葉区程島
1958番地1

0250-22-0175 39

7 南消防署
南区親和町

8番1号
025-372-0119 27

8 西消防署
西区槇尾
80番地1

025-262-2119 64

9 西蒲消防署
西蒲区前田
414番地1

0256-72-3309 63

428合計


