
千葉県道路公社一般競争入札公告 第２号 

道路維持作業車購入の一般競争入札の実施について 

 

令和３年６月１５日 

千葉県道路公社 理事長 神作秀雄 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件名       道路維持作業車購入 

（２）数量       １台 

（３）納車期限     令和３年１１月３０日 

（４）購入案件の概要  別添仕様書のとおり 

（５）入札方法     本件は紙入札で行う 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本物品・委託等の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（１）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。 

（２）千葉県物品等入札参加業者適格者名簿に登載されている者のうち、物品における車

両においてＡの等級に格付けされている者。 

（３）この公告の日から開札の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入

札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。 

（４）この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止

等基準（昭和 57 年 12 月 1 日制定）に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴

力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。 

（５）千葉市内に本店又は営業所等を有する者であること。  

（６）仕様書に示す仕様に合致する品を取り扱う者で、仕様書で指定された事項を証明し

た者であること。  

 

３  入札執行 

（１）入札及び開札日時 

令和３年７月２１日（水）１１時に行う。 

（２）場 所 

   千葉県道路公社  

   千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

 

４ 入札参加資格の確認等 

本物品・委託等の入札参加を希望する者は、別に配付する一般競争入札参加資格確認

申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を持参により提出し、入札参加資

格の確認を受けなければならない。 



（１）資格確認資料の提出期間等 

ア 期 間 令和３年６月２９日（火）から令和３年７月１日（木）まで 

（千葉県の休日に関する条例（平成元年千葉県条例第１号）第１条に規定

する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。） 

イ 時 間 午前９時から午後５時まで 

ウ 場 所 千葉県道路公社総務部総務企画課 

千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

電話０４３（２２７）９３３１ 

エ 提出部数 ２部 

（２）入札参加資格の確認結果通知 

令和３年７月８日（木）に通知する。 

（３）入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができ

る。説明を求める場合は、令和３年７月１６日（金）までに、契約担当者に書面を持

参して行わなければならない。 

（４）理由は、説明を求められた日から３日以内に書面で回答する。 

 

５ 契約条項等を示す場所 

本物品・委託等に係る契約書案、入札約款、仕様書（以下「仕様書等」という。）の縦

覧を次のとおり行う。 

（１）縦覧期間  

   令和３年６月１５日（火）から令和３年６月２８日（月）まで（県の休日を除く。） 

（２）縦覧時間 

   午前９時から午後５時まで 

（３）縦覧場所 

   千葉県道路公社 

   千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

電話０４３－２２７－９３３１ 

（４）縦覧の申込み 

   仕様書等の縦覧を希望する者は、電話等で申し込むこと。 

   希望日時を考慮して、縦覧日時を指定する。 

（５）仕様書等に対する質問 

   仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり書面で提出すること。 

ア 提出方法 書面（任意様式）を郵送又は託送（書留郵便等、記録の残るものに限

る。）によるものとし、持参又は電送（ファクシミリ等）によるもの

は受け付けない。また、書面とは別に、電子媒体を以下の送付先まで

電子メールにより、別途提出すること。なお、以下のファイル形式と

し、提出の際は必ずウイルス対策を実施した上で提出すること。 

       ・電子メール送付先：kikaku@chiba-dourokousha.or.jp 

       ・ファイル形式：Microsoft Word 又は Microsoft Excel 



イ 提出期限 令和３年７月２日（金）午前９時から午後５時まで 

  ウ 提 出 先 千葉県道路公社 総務部 総務企画課 

         千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館７階 

 電話０４３－２２７－９３３１ 

  エ 回答方法 令和３年７月９日（金）１７時までに電子メールにて回答する。 

 

６ 入札保証金 免除 

 

７ 入札書の金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札

者は契約希望金額（課税事業者は消費税及び地方消費税を含んだ金額、免除事業者の場

合は課税事業者と同一の間尺で比較できるように用いる計算上算出された金額）を入札

書に記載すること。 

なお、入札価格は、納車に際し、車両本体価格に含まれない各種税金、保険料、登録

費用、ﾘｻｲｸﾙ預託金等の諸費用及び引取車の廃車等に係る費用が含まれた金額とすること。 

 

８ 落札者の決定方法 

千葉県道路公社料金徴収業務等委託契約事務取扱実施要綱第 11 条の規定により作成

された予定価格の制限の範囲内で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、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内

容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締

結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると

認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入

札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

 

９ 入札の無効 

この公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした

入札並びに入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時

において指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 

 

10 その他 

（１）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（２）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。 

ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求める

ことがある。 

（３）提出された資格確認資料は、公表し、また無断で使用することはしない。 

（４）納期は、事情により変更することがある。 

（５）入札参加者は、入札約款及び契約書案を熟読し、入札の心得を遵守すること。 



11 問い合わせ先 

千葉県道路公社総務部総務企画課 

電話０４３（２２７）９３３１ 



１　品名 道路維持作業車
２　数量 1台
３　性能

(1)最小回転半径 7.5m以下
(2)エンジン形式 ディーゼルエンジン

４　主要諸元
(1)全長 5,４00mm以上6,500mm以下
(2)全幅 2,200mm以下
(3)全高 2,700mm以下(外部装備を装着後)
(4)乗車定員 ２人以上
※超低床以外とする

５　車両本体
(1)車種 ３ｔ以上キャブオーバー型トラック

（ロングボディ 荷台長 4,350㎜以上）
車両本体は国産とする。

(2)駆動方式 二輪駆動
(3)動力伝達装置 主変速機　ｵｰﾄﾏﾁｯｸﾄﾗﾝｽﾐｯｼｮﾝ　4速以上
(4)安全機構 SRSエアバッグ(運転席側、助手席側)

ABSシステム
(5)その他 バッテリーは24Vとすること。

ハンドルは右側(パワーステアリング付)であること。
トラック後部のあおりは取り外し可能であること。
タイヤはスタッドレスタイヤ（サマータイヤ不可）とすること。

６　環境保護性能
低排出ガス認定車・9都県市指定低公害車であること。

７　照明装置類
(1)標準照明装置類 1式
(2)フォグランプ 2灯(通常色)
(3)散光式警光灯 1式
(4)作業灯 1式

８　付属装置及び付属品
(1)黄色散光式警光灯(道路維持作業車仕様)
　  ・全長  1,1１0mm以上1,300mm以下(固定式)
　  ・電圧　２４V
　  ・光源　LED
(2)標準付属品 1式
(3)標準付属工具 1式
(4)ﾎｲｰﾙ付ｽﾍﾟｱﾀｲﾔ(ｻﾏｰﾀｲﾔ標準ﾀｲﾔｻｲｽﾞに準ずる） 1本
(5)フロアマット 1式
(6)サイドバイザー 1式
(7)エアーコンディショナー 1式
(８)ラジオ 1台（AM/FM）
(9)集中ドアロック 1式
(10)パワーウインドウ 1式
(11)作業灯 1式
(12)荷台フロア荷掛フック 1式（4箇所）
(13)ドライブレコーダー（前後） 1式
(14)ETC 1式
※搭載物等の重量に対し、十分な強度及び耐久性を確保するものとする。

９　塗装
　車体の色は黄色とし、両側面及び後面に幅15cmの帯状かつ水平の部分を
白色で塗色すること。
　また、白線内に「千葉県道路公社　道路維持作業車」の文字を黒色で表示
(字幅8cm)すること。
　さらに、バンパーについては、赤色と白色で45度の角度をもって交互
(10cm間隔)に塗色すること。
車両の下回り（フレーム・ブラケット、床下構造物の重点部位）に防錆塗装（塗膜は0.08㎜）をすること。

仕　　様　　書



10　引取車の状況
普通貨物自動車
千葉１００せ２６５０
平成18年3月30日
令和３年７月３０日

１０，８７９㎞

可　（車検満了日以降は不可）

※引取車の廃車の手続きに係る費用は全て入札額に含むものとする。
　また,表示されている社名を抹消すること。

11　その他
(1)黄色散光式警光灯を装備し、道路交通法施行令第14条の2の規定に基づく
　  「道路維持作業用自動車」の指定を千葉県公安委員会から受けること。
(2)車両、付属装置及び付属品は、新品であること。
(3)上記仕様に伴う改造申請、届出等に係る手続き及び費用を含むものとする。
(4)納入期限は、令和3年１1月３0日とする。
(5)納入先は、山武市松尾町谷津137-2　千葉県道路公社　銚子連絡道路管理事務所
(6)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、
　 入札者は契約希望金額を入札書に記載すること。
　 (課税事業者は消費税及び地方消費税を含んだ金額)
    (免税事業者の場合は、課税事業者と同一の間尺で比較できるように用いる計算上
　  算出された金額)
　※入札価格は、納車に際し、車両本体価格に含まれない各種税金、保険料、登録
　　費用、ﾘｻｲｸﾙ預託金等の諸費用が含まれた金額となるので注意してください。

・引取車種

・現在走行キロ数

・自動車登録番号
・初年度登録年月日

・自力走行

車両本体、フレームに腐食あり。

・車検期限

・状態、外観
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