
新潟市公告第１３６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３年３月２３日

                            新潟市長 中原 八一

１ 入札に付する事項

（１）品 名 ３槽式自動食缶洗浄機 一式

（２）品質・規格・数量など 仕様書のとおり 

（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３年４月１３日 午後１時４５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３年８月２１日

新潟市西区金巻７３５番地

（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，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。

（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



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令

和３・４年度の入札参加資格者名簿（物品）に登載予定（令和３年１月２９日まで

に新規または継続申請済）である者

（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） 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者指名停止等措置要領での別表第２の９（暴力的不法行

為）の適用に該当しない者であること。

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）を２部持参し，提出してください。

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  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） 入札参加申請期限  令和３年４月６日

 （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。提出は，入札参加資格要件を満たしている者に限ります。仕様書等に対して質問

がある場合（入札に必要な事項に限る）にのみ提出してください。       

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３年３月３１日 午後５時まで

 ③ 提出先  新潟市財務部契約課物品契約係

 ④ その他  電話での受付は一切しません。

      ＦＡＸ（０２５－２２５－３５００）のみの受付となります。

回答は，個別にＦＡＸするほか４月５日に入札控室に掲示します。

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１０に



相当する額を加算し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。

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 入札に参加される人は，原則１名とします。 

⑥ 予定価格の制限に達した価格の入札がないときは，直ちに再度入札を一回行います。

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                 印

                 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（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 令和３年３月２３日

番   号 新潟市公告第１３６号

品   名 ３槽式自動食缶洗浄機



別紙様式

質    疑    書

年   月   日

住 所

商号又は名称

代表者氏名                 印

（担当者                 ）

（ＦＡＸ番号               ）

１ 番 号  新潟市公告第１３６号

２ 品 名  ３槽式自動食缶洗浄機

質  疑  事  項



仕 様 書 

１ 品名     ３槽式自動食缶洗浄機 

２ 数量     １式 

３ 用途     学校給食用 

４ 仕様・規格・ ①３槽式自動食缶洗浄機 １台 

参考銘柄   外形寸法  W5,520mm×D850mm×H1,960mm 程度 

洗浄能力  食缶φ325 ㎜ 1,100 個/h 以上（高さ 350 ㎜対応） 

消費電力  三相 200V 7.2kWh 以内 

蒸気消費量 360kg/h 以内 0.2Mpa 

槽数    ３槽 

コンベヤ幅は 590 ㎜以上とすること。 

食缶を並べる入口側のコンベヤ全長は 1,000 ㎜以上確保すること。 

入口側コンベヤ下部に、取り外し式の残菜受缶付とする。 

本体はドライ構造とし、洗浄タンクがコンベヤ幅から出っ張らない 

インサート構造であること。 

ポンプは高効率ポンプモータを使用し、水の侵入を防止するポンプ 

カバー付とする。 

本体骨組・化粧・および洗浄ノズルはステンレス製であること。 

主要な外装および洗浄ノズルは取外し式とすること。 

洗浄噴射口 1ヶ所ごとに、真鍮ノズルチップが交換できる構造であ 

ること。 

高温多湿の排気熱を、乾燥した冷気に変換する除湿装置付とする。 

給水・湯沸し・温度管理を自動で行える運転準備スイッチ付とする。 

食器コンベヤスピード３段階（低速・中速・高速）で切替ができる 

スイッチ付とし、インバータ制御とする。 

入口・出口側共、コンベヤ ON・OFF スイッチ付とする。 

入口・出口側共、フットスイッチタイプコンベヤ緊急停止スイッチ 

付とする。 

コンベヤ、駆動モータを保護するトルクリミッター装置付とする。 

庫内清掃用として、散水栓を本体に設けること。 

新品、未使用品であること。 

給排水・蒸気配管接続を含むこと。 

電気配線接続を含むこと。 

転倒防止の対策を施すこと。 

機器の搬入・据付を含むこと。 



既存品の撤去費を含むこと。 

なお、商習慣上回収できるものは処分すること。 

床改良工事を含むこと。 

（参考銘柄） 

株式会社アイホー AEN3-3NH 特 

株式会社中西製作所 EOKC-M35SA-RT 

②粉砕流し台 １台 

外形寸法  W1,500mm×D850mm×H720mm 程度 

粉砕能力  30kg/min 以上 

回転数   1,400rpm 以上 

消費電力  三相 200V 3.0kWh 以内 

シャワーシンクで残菜を流し、残菜を粉砕機で高速かつ細かく破砕 

させ、既存の厨芥脱水機へ床下配管を経由して接続し、残菜を圧送 

できる構造とすること。 

本体骨組・化粧はステンレス製であること。 

高効率モータを使用し、破砕部とモータは一体式ではなくベルト駆 

動方式とする。 

粉砕流し台はパトライト付とし、既存厨芥脱水機の残菜バケツが満 

杯になると粉砕流し台へ報知する機能があること。 

水栓はシャワー付混合レバー水栓とすること。 

新品、未使用品であること。 

給排水配管接続を含むこと。 

電気配線接続を含むこと。 

ブレ止め防止の対策を施すこと。 

機器の搬入・据付を含むこと。 

既存品の撤去費を含むこと。 

なお、商習慣上回収できるものは処分すること。 

床改良工事を含むこと。 

（参考銘柄） 

株式会社アイホー HLA-AC1585-15W 特 

株式会社中西製作所 ATEL-1585-15W 

③水切台付２槽シンク １台 

外形寸法  W2,700mm×D850mm×H850mm 程度 

ドライ仕様 

角パイプ脚 38mm×38mm×t1.0mm 程度 

アジャスト SUS304 



槽・天板  板厚 t1.5mm SUS430 

シンク   ゴミカゴ収納器付 

防臭排水トラップ付 

新品、未使用品であること。 

給排水配管接続工事を含むこと。 

既存品の撤去費を含むこと。 

なお、商習慣上回収できるものは処分すること。 

床改良工事を含むこと。 

（参考銘柄） 

株式会社アイホー PS2-278DB-L 

株式会社中西製作所 2S-278DT 

④受台 １台 

外形寸法  W1,200mm×D850mm×H810mm 程度 

ドライ仕様 

角パイプ脚 38mm×38mm×t1.0mm 程度 

ウレタンキャスター対角ストッパー付（自在車） 100φ×４ 

槽・天板  板厚 t1.5mm SUS430 

排水はボールバルブ 25A 開閉式 

排水受けは取り外し式パンチング板付 

新品、未使用品であること。 

（参考銘柄） 

株式会社アイホー TK-128MDVB 

株式会社中西製作所 T-128DT 

５ 納期     令和３年８月２１日まで 

６ 納入場所   新潟市黒埼学校給食センター 

          （新潟市西区金巻 735 番地） 

７ その他    見積りに際し現地確認が必要な場合は、必ず事前に新潟市黒埼学校 

給食センター所長へ連絡し、日時の調整を行うこと。 

（TEL：025-377-3831） 

設置後の試運転及び操作説明を含む。 

搬入その他諸経費を要する場合は、その費用を含んで見積もること。 

納入にあたっては、本仕様書によるもののほか、食品衛生法等関係 

法規の安全性基準に適合したものとする。 

納入に関しては新潟市黒埼学校給食センター所長と事前に打ち合わ 



せ、確認し納品すること。 

納品日、品名、数量、単価、金額、業者名の記載されている納品書を 

提出すること。 

本仕様書に記載していない事項（法令に定めるものを除く）又は疑 

義が生じた事項については別途協議とし、本市に承認を申し出た上 

で指示に従うこと。 

契約終了後この契約に関しての業務評価を行います。 

参考銘柄以外の同等の品質、機能を有する製品の納入を希望される 

場合は、入札（又は見積書提出期限）の前日までに、保健給食課に 

申請し承認を得てください。 

８ 問い合わせ  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。 

電話での質問はお断りします。 

新潟市教育委員会 保健給食課 担当 柳澤 

FAX：025-226-0034 

メール：hokyu@city.niigata.lg.jp 


