
千葉市公告第１７１号 

 制限付一般競争入札（電子入札）について次のとおり公告します。 

  令和４年２月２８日 

                           千葉市長 神 谷 俊 一 

１ 制限付一般競争入札（電子入札）に付する事項 

（１）業務名称 

  ア 南部浄化センター汚泥焼却灰運搬業務委託（人工軽量骨材原料化） 

  イ 工場・事業場等排水水質分析業務委託（南部処理区） 

  ウ 工場・事業場等排水水質分析業務委託（中央・印旛処理区） 

  エ 南部浄化センター放流水質等分析業務委託 

  オ 中央浄化センター放流水質等分析業務委託 

  カ 南部浄化センターばい煙濃度及びダイオキシン類等測定業務委託 

  キ 自家用電気工作物保安管理業務委託 

  ク 農業集落排水施設保守点検業務委託 

  ケ 農業集落排水施設汚泥処理業務委託（単価契約） 

（２）業務概要、業務場所、業務期間及び業種 

業務案件ごとに別表に記載 

（３）予定価格及び最低制限価格 

業務案件ごとに別表に記載 

２ 入札参加資格 

制限付一般競争入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならな

い。 

（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で、

次のいずれにも該当しないもの 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

イ 当該業務の開札日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で同法に基

づく裁判所による更生手続開始決定がなされていないもの 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で同法に基

づく裁判所による再生計画認可決定がなされていないもの 

オ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者 

カ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含

む。）を完納していないもの 

キ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者



で当該特別徴収を行っていないもの 

ク 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）又は千葉市物

品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づく指名停止措置

等を、入札参加申請期限の日から開札日までの間に受けている者 

（２）ちば電子調達システムの電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）により

参加できる者 

（３）中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合にあっては、

組合の定款又は規約に共同受注の定めがある者 

（４）その他、業務案件ごとに別表に定める入札参加資格要件を満たす者 

３ 入札担当課 

〒２６０－８７２２ 

千葉市中央区千葉港１番１号 

千葉市建設局下水道管理部下水道経営課 

電 話     ０４３－２４５－５４０７ 

ファクシミリ  ０４３－２４５－５５６２ 

メールアドレス gesuikeiri@city.chiba.lg.jp 

４ 入札参加手続 

入札への参加を希望する者は、申請期間内に、前記３へ電子入札システムにより提出資料を

提出し、入札参加申請を行わなければならない。なお、提出資料の返却はしない。 

ただし、やむを得ない理由により、電子入札システムを利用できない者は、前記３へ問い合

わせること。紙入札が認められた場合は、郵送又は持参により、一般競争入札参加資格確認申

請書（紙申請用）（千葉市建設局業務委託等一般競争入札実施要領様式第１号）及び紙入札方

式参加申請書（千葉市建設局業務委託等一般競争入札実施要領（平成２８年１０月１日施行）

様式第２号）を、次の提出資料とあわせて提出すること。 

（１）入札参加申請期間 

業務案件ごとに別表に記載 

（２）提出資料 

業務案件ごとに別表に記載 

５ 設計図書等の交付及び質問回答 

（１）設計図書等の交付 

ちば電子調達システムの入札情報サービス（https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/po 

rtalPublic/LPC0P10L_INIT_Action.do）からダウンロードすること。 

   なお、交付期間については、業務案件ごとに別表に記載する。 

（２）質問回答 

mailto:gesuikeiri@city.chiba.lg.jp


質問回答の方法及び質問回答期限については、設計図書等に記載する。 

質問回答期限までに前記３に質問回答書を電子メールにより提出すること。 

６ 入札及び開札 

（１）入札期間及び開札の日時 

   業務案件ごとに別表に記載 

（２）開札場所 

千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所本庁舎 

（３）入札方法 

積算内訳書を添付し、前記３へ電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札が

認められた場合は、入札（見積）書（千葉市建設局業務委託等一般競争入札実施要領様式第

３号）及び積算内訳書を、商号又は名称及び業務名を記載した封筒に封かんした上で、書留

郵便による郵送又は持参により提出すること。 

（４）辞退 

入札参加者は、入札書を提出する前の入札期間中であれば、入札を辞退することができ

る。この際、辞退届を前記３へ電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札が認

められた場合は、入札（見積）辞退届（千葉市建設局業務委託等一般競争入札実施要領様式

第４号）を、商号又は名称及び業務名を記載した封筒に封かんした上で、書留郵便による郵

送又は持参により提出すること。 

（５）入札保証金 免除（ただし、千葉市契約規則（昭和４０年千葉市規則第３号）第８条第２

項の規定に該当する場合は、当該入札保証金の納付の免除に係る部分に相当する額を違約金

として徴収するものとする。） 

（６）無効又は失格となる入札 

次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。なお、入札の有効、無効又は失格

の確認は、開札後、落札候補者となり得る者に対してのみ行う。 

ア 電子入札約款（平成２４年４月１３日施行）第７条各号に該当する入札は、無効とす

る。 

イ 電子入札約款第８条各号に該当する入札は、失格とする。 

７ 落札候補者の決定、入札参加資格確認及び落札者の決定 

（１）落札候補者の決定、入札参加資格確認及び落札者の決定 

開札後、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で入札をした者のう

ち、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札候補者とする。その者の入札参加資

格の確認の結果、入札参加資格があると認めた場合は、当該候補者を落札者として決定す

る。 

落札候補者において入札参加資格がないと認めた場合は、その者の入札を無効とし、当該



候補者に次いで低い価格をもって有効な入札を行った者を新たな落札候補者として入札参加

資格の確認を行う。以下、落札候補者において入札参加資格がないと認めた場合は、順次、

同様にして入札参加資格があると認める者が確認されるまで入札参加資格の確認を行う。 

なお、落札候補者となるべき同価の入札を行った者が２者以上あるときは、くじにより落

札候補者を決定する。 

（２）落札決定通知 

落札者を決定後、速やかに、電子入札システムの落札者決定通知書により、入札参加者全

てに通知する。 

（３）入札参加資格確認結果通知 

落札者に対する入札参加資格確認の結果は、落札者決定通知書をもって代えるものとす

る。 

また、入札参加資格がないと認めた者に対しては、一般競争入札参加資格確認結果通知書

（千葉市建設局業務委託等一般競争入札実施要領様式第５号）をファクシミリにより通知す

る。 

８ 再度入札 

開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、再

度入札を行う。 

（１）再度入札の回数は、１回とする。 

（２）再度入札には、１回目の入札において入札が無効、失格又は未入札となった者は参加でき

ないものとする。 

（３）再度入札の通知は、１回目の入札において有効な入札をした者に対し、電子入札システム

の「再入札通知書」及び「再入札通知書到着のお知らせ」の電子メールにより通知する。 

（４）再度入札の期間及び開札の日時は、再入札通知書に記載する。 

（５）開札場所は、前記６（２）と同様とする。 

（６）再度入札の方法は、積算内訳書を添付し、前記３へ電子入札システムにより提出するこ

と。ただし、紙入札が認められた場合は、入札（見積）書（千葉市建設局業務委託等一般競

争入札実施要領様式第３号）及び積算内訳書を、商号又は名称及び業務名を記載した封筒に

封かんした上で、書留郵便による郵送又は持参により提出すること。なお、再度入札を辞退

するときは、前記６（４）によるものとする。 

９ 契約条件等 

（１）契約保証金 要（ただし、千葉市契約規則第２９条第１号又は第２号に該当する場合に限

り、免除とする。） 

（２）契約書作成の要否 要 

（３）支払条件 



業務案件ごとに別表に記載 

（４）契約手続中に不正行為等があった場合は、契約手続を中止することがある。 

（５）契約条項については、前記５の設計図書等に含めて交付する。 

（６）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（７）他に契約条件等がある場合は、業務案件ごとに別表の備考欄に記載する。 

１０ その他 

（１）入札への参加を希望する者が１者であっても、原則として入札を執行する。 

（２）電子入札システムの運用時間は、午前８時００分から午前０時００分とする。 

（３）積算にあたり、現場確認を希望する場合は、あらかじめ入札担当課へ連絡すること。 

（４）契約事務に関し、この公告に定めのない事項については、千葉市契約規則の規定によるも

のとする。 

 



別表 

 

ア 南部浄化センター汚泥焼却灰運搬業務委託（人工軽量骨材原料化） （ページ１／２） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市南部浄化センター（千葉市中央区村田町８９３番地内） 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 廃棄物処理 

 業務概要 南部浄化センターより発生する汚泥焼却灰（ばいじん）の中間処分（人工軽量

骨材原料化）を目的とした処分場までの運搬 

 予 定 数 量：４００ｔ／年 

 処分事業場：日本メサライト工業株式会社 

 住   所：千葉県船橋市西浦３丁目９番２号 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：廃棄物処理のうち、

産業廃棄物処理（収集・運搬））に登録されている者 

２ 千葉県の産業廃棄物収集運搬業（ばいじん）の許可を有する者（産業廃棄物

収集運搬業許可証の写しを添付すること。） 

３ 産業廃棄物収集運搬業の許可車両である１０ｔ以上のジェットパック車を

使用できる者（運搬車両の種類・積載量・車両番号・車検有効期限・許可番号

・保有又はリースについて記載した一覧表、その確認ができる書類の写し［検

査証等］及び保有の場合は車両のナンバープレートが確認できる写真を添付す

ること。） 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

※本業務の別表は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目です。） 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

  



別表 

 

ア 南部浄化センター汚泥焼却灰運搬業務委託（人工軽量骨材原料化） （ページ２／２） 

入札に関する事項（その２） 

支払条件 前払金   無 

完了払 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉市

議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止しま

す。この場合、市は一切の責任を負いません。 

入札金額は、単価（消費税及び地方消費税に相当する額を除く）に予定数量を

乗じた額とする。【参考：入札金額＝税抜単価×予定数量】 

機械等をリースにて手配する場合、リース契約書の写しを提出し担当職員の

確認を受けた後に契約締結いたします。 

提出資料で業務期間内に有効期限が満了するものについては、満了前に更新

手続きもしくは同内容の契約を締結し、その写しを提出してください。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件１と

同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申請ができ

ますので、速やかに登録申請を行ってください。 

※本業務の別表は２ページありますので、ご注意ください。（このページは２ページ目です。） 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

  



別表 

 

イ 工場・事業場等排水水質分析業務委託（南部処理区） （ページ１／１） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市中央区村田町８９３番地内外 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 検査・分析 

 業務概要 ・水質分析 

分析項目数 ２，１５０項目 

・採水 

 全１回２検体（うち１検体は分析項目にダイオキシン類を含む。） 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度の千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：検査・分析）に登

録されている者 

２ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 

３ 計量法（平成４年法律第５１号）第１０７条の登録（事業の区分：濃度（水

又は土壌中の物質の濃度に係る事業））及び同法第１２１条の２の認定・更新

（認定の区分：水又は土壌中のダイオキシン類）を受けた事業所を有する者（計

量証明事業登録証及び認定証の写しを添付すること。） 

４ 当委託に係る分析業務（ダイオキシン類を除く）を行う計量法第１０７条の

登録事業所を千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県のいずれかに有する者 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉市議

会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止します。こ

の場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件１と

同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申請ができ

ますので、速やかに登録申請を行ってください。 

※本業務の別表は１ページのみです。 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

 

 

  



別表 

 

ウ 工場・事業場等排水水質分析業務委託（中央・印旛処理区） （ページ１／１） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市美浜区新港６９番地（中央浄化センター）外 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 検査・分析 

 業務概要 １ 水質分析 

分析項目数   ３，２４４項目 

２ 試料採取（ダイオキシン類関係施設） 

  施設数     ２施設（各１回） 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度の千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：検査・分析）

に登録されている者 

２ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 

３ 計量法第１０７条の登録（事業の区分：濃度（水又は土壌中の物質の濃

度に係る事業））及び同法第１２１条の２の認定・更新（認定の区分：水又

は土壌中のダイオキシン類）を受けた事業所を有する者（計量証明事業登

録証及び認定証の写しを添付すること。） 

４ 当委託に係る分析業務（ダイオキシン類を除く）を行う計量法１０７条

の登録事業所を千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県のいずれかに有する者 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉

市議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止し

ます。この場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件

１と同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申

請ができますので、速やかに登録申請を行ってください。 

※本業務の別表は１ページのみです。 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

 

  



別表 

 

エ 南部浄化センター放流水質等分析業務委託 （ページ１／１） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市中央区村田町８９３番地内外 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 検査・分析 

 業務概要 １ 水質分析     流入水      ２４検体／年 

           Ａ系標準法処理水 ２４検体／年 

Ａ系高度処理水  ２４検体／年 

    Ｂ系高度処理水  ２４検体／年 

Ｃ系高度処理水  ２４検体／年 

   Ａ系放流水    ２４検体／年 

           Ｂ・Ｃ系放流水   ２４検体／年 

２ 分析項目数             ２４７９項目 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度の千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：検査・分析）

に登録されている者 

２ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 

３ 計量法第１０７条の登録（事業の区分：濃度（水又は土壌中の物質の濃

度に係る事業））及び同法第１２１条の２の認定・更新（認定の区分：水又

は土壌中のダイオキシン類）を受けた事業所を有する者（計量証明事業登

録証及び認定証の写しを添付すること） 

４ 当委託に係る分析業務（ダイオキシン類を除く）を行う計量法１０７条

の登録事業所を千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県のいずれかに有する者 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉

市議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止し

ます。この場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件

１と同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申

請ができますので、速やかに登録申請を行ってください。 

※本業務の別表は１ページのみです。 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

  



別表 

 

オ 中央浄化センター放流水質等分析業務委託 （ページ１／１） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市美浜区新港６９番地（中央浄化センター） 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 検査・分析 

 業務概要 １ 水質関係分析   放流水     ８１４項目 

           流入水等    ３９４項目 

           その他     ３５０項目 

２ 最初沈殿池沈砂汚泥分析       ２５項目 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度の千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：検査・分析）

に登録されている者 

２ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 

３ 計量法第１０７条の登録（事業の区分：濃度（水又は土壌中の物質の濃

度に係る事業））及び同法第１２１条の２の認定・更新（認定の区分：水又

は土壌中のダイオキシン類）を受けた事業所を有する者（計量証明事業登

録証及び認定証の写しを添付すること） 

４ 当委託に係る分析業務（ダイオキシン類を除く）を行う計量法１０７条

の登録事業所を千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県のいずれかに有する者 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉

市議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止し

ます。この場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件

１と同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申

請ができますので、速やかに登録申請を行ってください。 

※本業務の別表は１ページのみです。 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

 

 

  



別表 

 

カ 南部浄化センターばい煙濃度及びダイオキシン類等測定業務委託 （ページ１／２） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市中央区村田町８９３番地内 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 検査・分析 

 業務概要 汚泥焼却設備のばい煙・水銀濃度及びダイオキシン類の測定。消化槽加温ボ

イラー及び消化ガス発電機のばい煙測定並びに消化ガス成分の測定。 

（内訳） 

１ 汚泥焼却炉ばい煙 

・ばいじん     ２号炉：４回  ３号炉：１２回  ４号炉：４回 

・硫黄酸化物    ２号炉：２回  ３号炉：２回  ４号炉：２回 

・窒素酸化物    ２号炉：４回  ３号炉：４回  ４号炉：４回   

・塩化水素     ２号炉：４回  ３号炉：４回  ４号炉：４回 

・水銀       ２号炉：４回  ３号炉：４回  ４号炉：４回 

２ 汚泥焼却炉ダイオキシン類 

・排ガス      ２号炉：１回  ３号炉：１回  ４号炉：１回 

・スクラバー排水  ２号炉：１回  ３号炉：１回  ４号炉：１回 

・ばいじん     ２号炉：１回  ３号炉：１回  ４号炉：１回 

３ 消化槽加温ボイラー       

・ばいじん     １号ボイラー：４回  ２号ボイラー：４回 

・硫黄酸化物    １号ボイラー：２回  ２号ボイラー：２回 

・窒素酸化物    １号ボイラー：４回  ２号ボイラー：４回 

４ 消化ガス発電機        

・ばいじん     １号発電機：２回   ２号発電機：２回  

・硫黄酸化物    １号発電機：１回   ２号発電機：１回  

・窒素酸化物    １号発電機：２回   ２号発電機：２回  

５ 消化ガス成分        

・脱硫塔         除去前２項目×３回  除去後８項目×３回 

・シロキサン類除去塔   除去前１項目×１回  除去後１項目×１回 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度の千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：検査・分析）

に登録されている者 

２ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 

３ 計量法第１０７条の登録（事業区分：濃度）及び同法第１２１条の２の

認定・更新（設定区分：大気中のダイオキシン類及び水又は土壌中のダイ

オキシン類）を受けた事業所を有する者（計量証明事業登録証及び認定証

の写しを添付すること。） 

４ 当委託に係る分析業務（ダイオキシン類を除く）を行う計量法１０７条

の登録事業所を千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県のいずれかに有する者 

５ 平成２４年度から令和３年度までに焼却設備のばい煙濃度及びダイオキ

シン類等の測定業務を履行した実績を有する者(契約書の写し、概要等の実

績のわかる資料を添付すること。） 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

※本業務の別表は２ページありますのでご注意ください。（このページは１ページ目です。） 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他のページを必ずご確認ください。 

 



カ 南部浄化センターばい煙濃度及びダイオキシン類等測定業務委託 （ページ２／２） 

入札に関する事項（その２） 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払 

備考 

 本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千 

葉市議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止 

します。この場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件 

１と同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申

請ができますので、速やかに登録申請を行ってください。 

※本業務の別表は２ページありますのでご注意ください。（このページは２ページ目です。） 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他のページを必ずご確認ください。 

 

  



別表 

 

キ 自家用電気工作物保安管理業務委託                 （ページ１／１） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市若葉区野呂町地内外 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 建物設備等保守・修繕 

 業務概要 汚水処理場及びポンプ場の自家用電気工作物保守点検 

汚水処理場 ５箇所、ポンプ場 ３箇所、移動用発電機 ３台 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：建物設備等保守

・修繕）の電気設備保守点検に登録されている者 

２ 千葉市内に本店を有する者 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉

市議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止し

ます。この場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件

１と同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申

請ができますので、速やかに登録申請を行ってください。 

※本業務の別表は１ページのみです。 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

 

  



別表 

 

ク 農業集落排水施設保守点検業務委託 （ページ１／１） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市緑区下大和田町地内外 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 施設等運転管理他 

 業務概要 農業集落排水処理施設（１０地区） 

１ 汚水処理場保守点検    ４８６回（９処理場×５４回／年） 

２ 中継ポンプ施設維持管理  １，７９４回（１３８箇所×１３回／年） 

３ 水質検査         １０８回（９処理場×１２回／年） 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：施設等運転管理

他）に登録されている者 

２ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 

３ 千葉市の浄化槽保守点検業者の登録を受けている者 

４ 浄化槽管理士及び浄化槽技術管理者を配置できる者（登録証及び健康保

険証の写しを添付すること。） 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払（半期毎） 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉

市議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止し

ます。この場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件 

１と同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申

請ができますので、速やかに登録申請を行ってください。 

健康保険証の写しを添付する際には、保険者番号及び被保険者番号等記号 

・番号にマスキング（黒塗り等）を施してください。 

※本業務の別表は１ページのみです。 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

 

  



別表 

 

ケ 農業集落排水施設汚泥処理業務委託（単価契約） （ページ１／１） 

入札に関する事項（その１） 

 業務場所 千葉市緑区下大和田町地内外 

 業務期間 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 業  種 廃棄物処理 

 業務概要 農業集落排水処理施設（９処理場） 

１ 汚水処理施設の汚泥引抜及び運搬 

２ 発生汚泥予定数量 ２，４００ｍ3 

３ 発生汚泥運搬先  千葉市衛生センター 

予定価格 落札決定後に公表 

最低制限価格 落札決定後に公表 

入札参加資格要件 １ 令和２・３年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：廃棄物処理の一 

般廃棄物処理（収集・運搬））に登録されている者 

２ 千葉市内に本店を有する者 

３ 千葉市の浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者 

（浄化槽清掃業許可証の写し及び一般廃棄物収集運搬業許可証の写しを 

添付すること。） 

入札参加申請期間 令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月４日（金）の午後５時まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

提出資料 入札参加資格要件で求めている資料等 

設計図書等 

の交付方法 

ちば電子調達システムの入札情報サービスからダウンロードすること。 

設計図書等 

の交付期間 

令和４年２月２８日（月）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

入札期間 令和４年３月９日（水）の午後１時から 

令和４年３月１５日（火）の正午まで 

（電子入札システムの運用時間内に限る。） 

※「積算内訳書」を添付すること。 

開札の日時 令和４年３月１５日（火）中の午後２時００分以降 

業務名称の記号順に行う。 

支払条件 前払金   無 

完了払（半期毎） 

備考 

本件に係る契約手続は、本業務に係る予算（令和４年度当初予算）が千葉

市議会（令和４年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを中止し

ます。この場合、市は一切の責任を負いません。 

本件落札者が、令和４・５年度の入札参加資格者名簿（入札参加資格要件

１と同業種）への登録申請をしていない場合は、令和４年４月以降に随時申

請ができますので、速やかに登録申請を行ってください。 

入札金額は、単価（消費税及び地方消費税に相当する額を除く）に予定数

量を乗じた金額とする。 

※本業務の別表は１ページのみです。 

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文を必ずご確認ください。 

 

 


