
別記様式第１号

新潟市水道局公告第１１９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及び新潟市水道局契約規程（昭和５９年新潟市水道局管理規程第５号）

第８条の規定に基づき公告します。

 平成２６年８月１４日

                           新潟市水道事業管理者

                          水道局長 元 井 悦 朗

１ 入札に付する事項

（１）番 号 第 260322 号 

（２）品 名 ホイールローダー

（３）品質・規格・数量など 仕様書のとおり 

（４）契約の条項を示す場所 新潟市水道局経理課

（５）入札日時・場所 平成２６年９月１２日 午前１０時００分

新潟市水道局入札室

（６）履行期限・履行場所 契約の日から１８０日間

新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内

（７）入札保証金 新潟市水道局契約規程第１０条２号により

免除

（８）入札を無効とする場合 新潟市水道局契約規程第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。

（９）入札を中止とする場合 新潟市水道局契約規程第１９条の規定に該

当する場合のほか，対象の入札参加資格者

が少数で，競争性が確保できないと判断さ

れる場合は，入札を中止することがありま

す。



（10）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，前項

の規定によるほか，抽選により入札者を決

定するなどの場合があります。

（11）契約保証金 新潟市水道局契約規程第３２条及び第３３

条の規定によります。

（12）予定価格 公表しません。

（13）最低制限価格 設けません。

２ 入札参加資格の要件

 （１） 新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿（物品）に登載されているもの

（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もの

（３） 指名停止措置を受けていないもの

（４） 新潟市水道局競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領での別表２の１０

（暴力的不法行為）の適用に該当しないものであること。

（５） 新潟市内に本社（店），支社（店）または営業所があること。

（６） 当該調達物品納入後１０年以上の部品の供給が可能であり，「メンテナンス対応

等証明書」（別紙１－１，別紙１－２）を提出できるものであること。

３ 入札の参加手続

 （１） 一般競争入札参加申請書（別記様式第２号），メンテナンス対応等証明書（別

紙１－１，別紙１－２）を１部持参申請してください。

なお，入札参加申請者名は入札終了まで公表しません。

 （２） 提出先  〒９５１－８５６０ 新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３

        新潟市水道局総務部経理課契約係

        電話  ０２５－２６６－９３１１（代表） 内線３５１

        ＦＡＸ ０２５－２３１－３１００  

 （３） 入札参加申請期限  平成２６年９月３日（水）

 （４） 受付期間 入札公告の日から入札参加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，下記により，必ず質疑書を提出

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  平成２６年８月２７日（水）午後４時必着

 ③ 提出先  新潟市水道局総務部経理課契約係

 ④ その他  電話での受付は一切しません。



      ＦＡＸ（０２５－２３１－３１００）のみの受付となります。

回答は，９月２日までに質問者にＦＡＸし，総務部経理課に掲示します。

連絡用に返信用ＦＡＸ番号を記入願います。

      質疑書には，正確な番号及び品名を記入願います。

５ 入札時の注意事項

① 入札時間に遅れた場合は，入札に参加できません。

② 代理人が入札する場合は，委任状を提出してください。

③ 落札者の決定にあたっては，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するので，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１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。

④ 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。

⑤ 入札に参加される方は，入札参加申請者毎に原則１名とします。

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。



別記様式第２号

一般競争入札参加申請書

平成  年  月  日 

（あて先）新潟市水道事業管理者

申請者

所在地

                 商号又は名称

                 代表者氏名                 印

                 担当者

（電話番号                ）

（ＦＡＸ番号               ）

 下記の入札参加資格要件を満たしており，入札に参加したいので，新潟市水道局物品

に関する一般競争入札実施要綱（以下「要綱」という。）第５条第１項の規定により申請

します。

記

公告年月日 平成２６年８月１４日

番   号 第 260322 号

品   名 ホイールローダー



別紙様式

質    疑    書

住 所

商号又は名称

代表者氏名                 印

（担当者                 ）

（電話番号                ）

                （ＦＡＸ番号               ）

１ 番 号

２ 品 名

質  疑  事  項



別紙１－１

メンテナンス対応等証明書

調達物品名【ホイ－ルロ－ダ－】

１ メンテナンスが行える整備工場体制

（１） 最寄りの整備工場

・整備工場名称

  ・所在地

  ・電話番号

  ・担当者（整備を実際に担当する者）

（２） 競争入札参加希望者との関係

直営・協力 （該当するものを「○」で囲む。）

「協力」に該当する場合は，競争入札参加希望者との契約状況を明らかにする契約書

又は代理店証明書等の写しを添付すること。

（３）納入市内での点検整備及び修理の依頼から着手までの所要日数は，１日以内で対応し

ます。   

２ 部品供給体制

（１） 部品供給の総括窓口

  ・部品供給センタ－名称

  ・所在地

  ・電話番号

（２） 部品調達の依頼から２日以内で対応します。

３ 緊急時の技術員派遣体制（派遣先は納入市内）

（１） 最寄りの整備工場技術者の派遣体制



別紙１－２

  ・連絡系統

  ・派遣先への派遣方法

（２） メーカーの技術員又はその他の技術員の派遣体制

  ・連絡系統

  ・派遣先への派遣方法

（３）派遣先までの所要日数は，最寄りの整備工場技術員は１日以内，メ－カ

ー技術員・その他技術員は２日以内で対応します。      

上記のとおり証明いたします。

平成  年  月  日

（あて先）新潟市水道事業管理者

    （競争入札参加希望者）住 所

               会社名

               代表者名                 印



ホイールローダー購入仕様書

１．概  要

新潟市水道局 技術部 浄水課満願寺浄水場が購入するホイールローダーについて必要事項を

以下に定める。 

２．納入場所    新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内 

３．納入期限    契約日から１８０日以内

４．車両仕様  

(１) 納入車両   新車 １台 

納入車両は道路運送車両法に適合し,国土交通省低騒音基

準適合及び特定特殊自動車排出ガス規制に対応するもので

あること。 

(２)  乗車定員   １名 

(３) 運転席    キャブ仕様 エアコンディショナー付き 

(４) バケット容量   1.3  

(５) バケット種類   ストックパイル（BOC付き） 

(６) リフトアーム   標準 

(７) 作業灯    前方２灯以上 後方２灯 

５．主要諸元 

(１) バケット幅    2,400mm 以下 

(２) バケットヒンジピン高さ   3,400mm 以上 

(３) ダンピングクリアランス   2,600mm 以上 

(４) かじ取装置   車体屈折式パワーステアリング 

(５) 旋回半径    5,400mm 以下（バケット外側） 

(６) 運転質量    6,800kg 以上 10,000kg 以下 

(７) 全  高    3,200mm 以下（バケット地上時） 

(８) 全  長    6,300mm 以下（バケット地上時） 

(９) 全  幅    2,300mm 以下（バケットを除く） 

(10) 最低地上高      360mm 以上 

(11) ホイールベース    2,500mm 以上 

(12) エンジン出力      60kW 以上 

６．能   力 

(１) 最大掘起力       61kN 以上 

(２) 常用荷重    2,080kg 以上 



(３) 登坂能力      25 度以上 

７．オプション 

(１) タイヤチェーン  １式 

(２) 文字記入 

「新潟市水道局」

記入箇所はキャビン左右ドア部もしくはエンジンカバー側面左右とし，左右いずれも車

両前から後ろ方向で記入。文字寸法は一文字概ね 5cm 角以上とし，色は任意，ボディー

カラーに対し明瞭に判読可能な色とする。

 （３）燃料タンクは満量，エンジンオイルは適量を入れ，すぐに使用可能な状態とする。

 （４）グリスガン及び純正グリス １式

８．保証

   納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には，

受注者は無償修理をおこなわなければならない。ただし，製作会社等が別に定めた保証期間

が１箇年以上にわたる場合には，それを適用する。

   特に重大な故障が発生したときは，上記期間経過後であっても，発注者と受注者が協議の

うえ，受注者に無償修理をおこなわせることがある。

９．その他

 自動車登録の届出は，受注者が行い，上記付属品等に係る費用及び自動車登録に関する諸

費用は車両価格に含める。ただし，検査登録預り法定費用，自動車損害賠償責任保険，自動

車重量税及びリサイクル料金については，発注者が負担する。

また取扱説明書等車両に付属する必要な書類に使用する言語は日本語とする。


