千葉市公告第１４１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。
平成３０年２月２６日
千葉市長 熊 谷 俊 人
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 道路・下水維持補修委託（花－１）
（単価契約）
イ 道路・下水維持補修委託（花－２）
（単価契約）
ウ 道路・下水維持補修委託（花－３）
（単価契約）
エ 道路・下水維持補修委託（稲－１）
（単価契約）
オ 道路・下水維持補修委託（稲－２）
（単価契約）
カ 道路・下水維持補修委託（稲－３）
（単価契約）
キ 道路側溝等清掃業務委託（花見川区）（単価契約）
ク 道路側溝等清掃業務委託（稲毛区）
（単価契約）
ケ 下水道排水施設清掃業務委託（花見川区）（単価契約）
コ 下水道排水施設清掃業務委託（稲毛区）
（単価契約）
サ 排水施設清掃業務委託（花稲）
（単価契約）
シ 道路照明灯修繕（花見川区）
（単価契約）
ス 道路照明灯修繕（稲毛区）
（単価契約）
セ 安全施設修繕（花見川区）
（単価契約）
ソ 安全施設修繕（稲毛区）
（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
〒２６３－００５４
千葉市稲毛区宮野木町４５４－１
千葉市建設局土木部花見川・稲毛土木事務所管理課
電 話

０４３－２５７－８８４９

ファクシミリ

０４３－２５７－８７７７

メールアドレス kanri.HPW@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
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。
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５階契約課入札室
（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。
落札者の決定は、千葉市契約規則、電子入札約款、千葉市電子入札運用基準、千葉市建設局業
務委託等一般競争入札実施要綱及び千葉市建設局業務委託等一般競争入札実施要領の定めると
ころによる。
（２）落札決定通知
落札者を決定後、平成３０年３月１５日（木）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予定である。
（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 無
（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。

別表
ア 道路・下水維持補修委託（花－１）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内
花－１ ※別添 施工地区図（道路・下水維持補修委託）を参照
花見川区、美浜区、稲毛区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「土木一式工事」及び「ほ装工事」
１ 舗装補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
２ 歩道補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
３ 道路排水施設補修
Ｕ字溝・Ｌ型街渠・集水桝等の補修等
４ 道路陥没応急処置
掘削から仮復旧までの応急処置
５ 路肩補修
法面補修等
６ 下水道排水施設補修
公共下水道に係る本管補修・取付管補修・人孔調整他
７ 排水施設補修
一般排水に係る水路補修・本管補修・取付管補修・人孔調整他
８ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「土木一
式工事」及び「ほ装工事」
）に登録されている者
２ 指定区に本店を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 装備能力として、掘削機械（バックホウ、ショベル等）
、転圧機械（タン
パ、振動ローラー等）及び運搬車（ダンプトラック等）を保有しているか、
又は、リースにおいて速やかな手配が可能であること。
５ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路・下水維持
補修委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
６ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路・下水維持補修委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

ア 道路・下水維持補修委託（花－１）
（単価契約）
（ページ２／２）
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し（掘削機・転圧機は各１枚ずつ提
出）
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「土木一式工事」となって
おります。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
イ 道路・下水維持補修委託（花－２）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内
花－２ ※別添 施工地区図（道路・下水維持補修委託）を参照
花見川区、美浜区、稲毛区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「土木一式工事」及び「ほ装工事」
１ 舗装補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
２ 歩道補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
３ 道路排水施設補修
Ｕ字溝・Ｌ型街渠・集水桝等の補修等
４ 道路陥没応急処置
掘削から仮復旧までの応急処置
５ 路肩補修
法面補修等
６ 下水道排水施設補修
公共下水道に係る本管補修・取付管補修・人孔調整他
７ 排水施設補修
一般排水に係る水路補修・本管補修・取付管補修・人孔調整他
８ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「土木一
式工事」及び「ほ装工事」
）に登録されている者
２ 指定区に本店を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 装備能力として、掘削機械（バックホウ、ショベル等）
、転圧機械（タン
パ、振動ローラー等）及び運搬車（ダンプトラック等）を保有しているか、
又は、リースにおいて速やかな手配が可能であること。
５ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路・下水維持
補修委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
６ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路・下水維持補修委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

イ 道路・下水維持補修委託（花－２）
（単価契約）
（ページ２／２）
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し（掘削機・転圧機は各１枚ずつ提
出）
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「土木一式工事」となって
おります。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
ウ 道路・下水維持補修委託（花－３）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内
花－３ ※別添 施工地区図（道路・下水維持補修委託）を参照
花見川区、美浜区、稲毛区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「土木一式工事」及び「ほ装工事」
１ 舗装補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
２ 歩道補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
３ 道路排水施設補修
Ｕ字溝・Ｌ型街渠・集水桝等の補修等
４ 道路陥没応急処置
掘削から仮復旧までの応急処置
５ 路肩補修
法面補修等
６ 下水道排水施設補修
公共下水道に係る本管補修・取付管補修・人孔調整他
７ 排水施設補修
一般排水に係る水路補修・本管補修・取付管補修・人孔調整他
８ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「土木一
式工事」及び「ほ装工事」
）に登録されている者
２ 指定区に本店を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 装備能力として、掘削機械（バックホウ、ショベル等）
、転圧機械（タン
パ、振動ローラー等）及び運搬車（ダンプトラック等）を保有しているか、
又は、リースにおいて速やかな手配が可能であること。
５ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路・下水維持
補修委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
６ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路・下水維持補修委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

ウ 道路・下水維持補修委託（花－３）
（単価契約）
（ページ２／２）
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し（掘削機・転圧機は各１枚ずつ提
出）
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「土木一式工事」となって
おります。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
エ 道路・下水維持補修委託（稲－１）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市稲毛区内
稲－１ ※別添 施工地区図（道路・下水維持補修委託）を参照
稲毛区、中央区、美浜区、花見川区、若葉区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「土木一式工事」及び「ほ装工事」
１ 舗装補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
２ 歩道補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
３ 道路排水施設補修
Ｕ字溝・Ｌ型街渠・集水桝等の補修等
４ 道路陥没応急処置
掘削から仮復旧までの応急処置
５ 路肩補修
法面補修等
６ 下水道排水施設補修
公共下水道に係る本管補修・取付管補修・人孔調整他
７ 排水施設補修
一般排水に係る水路補修・本管補修・取付管補修・人孔調整他
８ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「土木一
式工事」及び「ほ装工事」
）に登録されている者
２ 指定区に本店を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 装備能力として、掘削機械（バックホウ、ショベル等）
、転圧機械（タン
パ、振動ローラー等）及び運搬車（ダンプトラック等）を保有しているか、
又は、リースにおいて速やかな手配が可能であること。
５ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路・下水維持
補修委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
６ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路・下水維持補修委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

エ 道路・下水維持補修委託（稲－１）
（単価契約）
（ページ２／２）
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し（掘削機・転圧機は各１枚ずつ提
出）
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「土木一式工事」となって
おります。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
オ 道路・下水維持補修委託（稲－２）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市稲毛区内
稲－２ ※別添 施工地区図（道路・下水維持補修委託）を参照
稲毛区、中央区、美浜区、花見川区、若葉区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「土木一式工事」及び「ほ装工事」
１ 舗装補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
２ 歩道補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
３ 道路排水施設補修
Ｕ字溝・Ｌ型街渠・集水桝等の補修等
４ 道路陥没応急処置
掘削から仮復旧までの応急処置
５ 路肩補修
法面補修等
６ 下水道排水施設補修
公共下水道に係る本管補修・取付管補修・人孔調整他
７ 排水施設補修
一般排水に係る水路補修・本管補修・取付管補修・人孔調整他
８ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「土木一
式工事」及び「ほ装工事」
）に登録されている者
２ 指定区に本店を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 装備能力として、掘削機械（バックホウ、ショベル等）
、転圧機械（タン
パ、振動ローラー等）及び運搬車（ダンプトラック等）を保有しているか、
又は、リースにおいて速やかな手配が可能であること。
５ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路・下水維持
補修委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
６ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路・下水維持補修委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

オ 道路・下水維持補修委託（稲－２）
（単価契約）
（ページ２／２）
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し（掘削機・転圧機は各１枚ずつ提
出）
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「土木一式工事」となって
おります。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
カ 道路・下水維持補修委託（稲－３）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市稲毛区内
稲－３ ※別添 施工地区図（道路・下水維持補修委託）を参照
稲毛区、中央区、美浜区、花見川区、若葉区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「土木一式工事」及び「ほ装工事」
１ 舗装補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
２ 歩道補修
表面処理・局部打換・パッチング・切削等
３ 道路排水施設補修
Ｕ字溝・Ｌ型街渠・集水桝等の補修等
４ 道路陥没応急処置
掘削から仮復旧までの応急処置
５ 路肩補修
法面補修等
６ 下水道排水施設補修
公共下水道に係る本管補修・取付管補修・人孔調整他
７ 排水施設補修
一般排水に係る水路補修・本管補修・取付管補修・人孔調整他
８ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「土木一
式工事」及び「ほ装工事」
）に登録されている者
２ 指定区に本店を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 装備能力として、掘削機械（バックホウ、ショベル等）
、転圧機械（タン
パ、振動ローラー等）及び運搬車（ダンプトラック等）を保有しているか、
又は、リースにおいて速やかな手配が可能であること。
５ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路・下水維持
補修委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
６ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路・下水維持補修委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

カ 道路・下水維持補修委託（稲－３）
（単価契約）
（ページ２／２）
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し（掘削機・転圧機は各１枚ずつ提
出）
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「土木一式工事」となって
おります。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
キ 道路側溝等清掃業務委託（花見川区）（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内
花見川区 ※別添 施工地区図（道路側溝等清掃業務委託）を参照
花見川区、美浜区、稲毛区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「緑地管理・道路清掃」、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」
１ 道路側溝清掃
２ 集水桝清掃
３ 取付管清掃
４ 緊急路面冠水処理
５ その他
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 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：
「緑地管理・
道路清掃」
、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」）に登録されている者
２ 指定区に本店、支店又は営業所等を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において２時間以内に現場
に急行し作業を開始できること。
４ 高圧洗浄車、強力吸引車を装備し専属に使用できること。
５ 千葉県及び東京都の産業廃棄物処理業の許可（収集・運搬）を有する者
６ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路側溝等清掃
業務委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
７ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路側溝等清掃業務委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

キ 道路側溝等清掃業務委託（花見川区）（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 千葉県及び東京都の「産業廃棄物収集運搬業許可証」の写し及び最新の
「産業廃棄物処理業変更届出書」又は「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
の写しとそれに添付されている車両一覧表の写し。
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける調達種目は、
「緑地管理・道路清掃」となっ
ております。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
ク 道路側溝等清掃業務委託（稲毛区）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市稲毛区内
稲毛区 ※別添 施工地区図（道路側溝等清掃業務委託）を参照
稲毛区、中央区、美浜区、花見川区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「緑地管理・道路清掃」、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」
１ 道路側溝清掃
２ 集水桝清掃
３ 取付管清掃
４ 緊急路面冠水処理
５ その他
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 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：
「緑地管理・
道路清掃」
、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」）に登録されている者
２ 指定区に本店、支店又は営業所等を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において２時間以内に現場
に急行し作業を開始できること。
４ 高圧洗浄車、強力吸引車を装備し専属に使用できること。
５ 千葉県及び東京都の産業廃棄物処理業の許可（収集・運搬）を有する者
６ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路側溝等清掃
業務委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
７ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路側溝等清掃業務委託）において、業務委託検
査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

ク 道路側溝等清掃業務委託（稲毛区）
（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 千葉県及び東京都の「産業廃棄物収集運搬業許可証」の写し及び最新の
「産業廃棄物処理業変更届出書」又は「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
の写しとそれに添付されている車両一覧表の写し。
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける調達種目は、
「緑地管理・道路清掃」となっ
ております。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
ケ 下水道排水施設清掃業務委託（花見川区）（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内
花見川区 ※別添 施工地区図（下水道排水施設清掃業務委託）を参照
花見川区、美浜区、稲毛区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「緑地管理・道路清掃」、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」
１ 公共下水道に係る本管清掃・取付管清掃・人孔清掃
２ 緊急路面冠水処理
３ その他
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 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：
「緑地管理・
道路清掃」
、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」）に登録されている者
２ 指定区に本店、支店又は営業所等を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において２時間以内に現場
に急行し作業を開始できること。
４ 高圧洗浄車、強力吸引車を装備し専属に使用できること。
５ 千葉県及び東京都の産業廃棄物処理業の許可（収集・運搬）を有する者
６ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（下水道排水施設
清掃業務委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
７ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（下水道排水施設清掃業務委託）において、業務委
託検査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

ケ 下水道排水施設清掃業務委託（花見川区）（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 千葉県及び東京都の「産業廃棄物収集運搬業許可証」の写し及び最新の
「産業廃棄物処理業変更届出書」又は「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
の写しとそれに添付されている車両一覧表の写し。
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける調達種目は、
「緑地管理・道路清掃」となっ
ております。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
コ 下水道排水施設清掃業務委託（稲毛区）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市稲毛区内
稲毛区 ※別添 施工地区図（下水道排水施設清掃業務委託）を参照
稲毛区、中央区、美浜区、花見川区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「緑地管理・道路清掃」、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」
１ 公共下水道に係る本管清掃・取付管清掃・人孔清掃
２ 緊急路面冠水処理
３ その他
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 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：
「緑地管理・
道路清掃」
、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」）に登録されている者
２ 指定区に本店、支店又は営業所等を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において２時間以内に現場
に急行し作業を開始できること。
４ 高圧洗浄車、強力吸引車を装備し専属に使用できること。
５ 千葉県及び東京都の産業廃棄物処理業の許可（収集・運搬）を有する者
６ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（下水道排水施設
清掃業務委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
７ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（下水道排水施設清掃業務委託）において、業務委
託検査成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

コ 下水道排水施設清掃業務委託（稲毛区）
（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 千葉県及び東京都の「産業廃棄物収集運搬業許可証」の写し及び最新の
「産業廃棄物処理業変更届出書」又は「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
の写しとそれに添付されている車両一覧表の写し。
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける調達種目は、
「緑地管理・道路清掃」となっ
ております。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
サ 排水施設清掃業務委託（花稲）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
指 定 区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内・稲毛区内
花見川区・稲毛区 ※別添 施工地区図（排水施設清掃業務委託）を参照
花見川区、稲毛区、中央区、美浜区、若葉区
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「緑地管理・道路清掃」、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」
１ 水路、調整池清掃
２ 一般排水に係る本管清掃・取付管清掃・人孔清掃
３ 集水桝清掃
４ 緊急路面冠水処理
５ その他
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 平成２８・２９年度千葉市委託入札参加資格者名簿（業種：
「緑地管理・
道路清掃」
、
「廃棄物処理」又は「施設等運転管理他」）に登録されている者
２ 指定区に本店、支店又は営業所等を有する者
※指定区とは、業務場所の区及び業務場所に隣接する区をいう。
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において２時間以内に現場
に急行し作業を開始できること。
４ 高圧洗浄車、強力吸引車を装備し専属に使用できること。
５ 千葉県及び東京都の産業廃棄物処理業の許可（収集・運搬）を有する者
６ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（排水施設清掃業
務委託）を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
７ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（排水施設清掃業務委託）において、業務委託検査
成績調書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

サ 排水施設清掃業務委託（花稲）
（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 千葉県及び東京都の「産業廃棄物収集運搬業許可証」の写し及び最新の
「産業廃棄物処理業変更届出書」又は「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
の写しとそれに添付されている車両一覧表の写し。
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける調達種目は、
「緑地管理・道路清掃」となっ
ております。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
シ 道路照明灯修繕（花見川区）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内
花見川区 ※別添 施工地区図（道路照明灯修繕）を参照
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
電気工事
１ 道路照明灯に係る常灯、不点等に伴う部品交換
２ 道路照明灯に係る事故等に伴う応急措置
３ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：電気工
事）に登録されている者
２ 市内に本店を有する者
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において２時間以内に現場
に急行し作業を開始できること。
４ リフト車を装備し専属に使用できること。
５ 修理用の部品を確保できること。
（不点に伴うランプ・自動点滅器等の部
品）
６ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路照明灯修繕）
を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
７ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路照明灯修繕）において、業務委託検査成績調
書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

シ 道路照明灯修繕（花見川区）
（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 修理用部品の保管状況写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０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。
備考
本件落札者が、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
ス 道路照明灯修繕（稲毛区）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市稲毛区内
稲毛区 ※別添 施工地区図（道路照明灯修繕）を参照
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
電気工事
１ 道路照明灯に係る常灯、不点等に伴う部品交換
２ 道路照明灯に係る事故等に伴う応急措置
３ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：電気工
事）に登録されている者
２ 市内に本店を有する者
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において２時間以内に現場
に急行し作業を開始できること。
４ リフト車を装備し専属に使用できること。
５ 修理用の部品を確保できること。
（不点に伴うランプ・自動点滅器等の部
品）
６ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（道路照明灯修繕）
を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
７ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（道路照明灯修繕）において、業務委託検査成績調
書が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

ス 道路照明灯修繕（稲毛区）
（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 修理用部品の保管状況写真
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０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。
備考
本件落札者が、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
セ 安全施設修繕（花見川区）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市花見川区内
花見川区 ※別添 施工地区図（安全施設修繕）を参照
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「とび・土工・コンクリート工事」及び「塗装工事」
１ 警戒標識修繕
破損時の応急措置及び修繕
２ 道路反射鏡修繕
破損時の応急措置及び修繕
３ 防護柵修繕
破損時の応急措置及び修繕
４ 路面標示修繕
破損時の応急措置及び修繕
５ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「とび・
土工・コンクリート工事」及び「塗装工事」
）に登録されている者
２ 市内に本店を有する者
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 安全施設修繕のための装置及び車両を装備し専属に使用できること。
５ 応急修理用の部品を確保できること。
６ 職業能力開発促進法に基づく路面標示施工技能士の資格者を有するこ
と。
７ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（安全施設修繕）
を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
８ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（安全施設修繕）において、業務委託検査成績調書
が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

セ 安全施設修繕（花見川区）
（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 応急修理用部品の保管状況写真
６ 職業能力開発促進法に基づく路面標示施工技能士の合格証の写し及び健
康保険証等の写し
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「とび・土工・コンクリー
ト工事」となっております。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表
ソ 安全施設修繕（稲毛区）
（単価契約）

（ページ１／２）

入札に関する事項（その１）
業務場所
施工地区
業務期間
業
種
業務概要

千葉市稲毛区内
稲毛区 ※別添 施工地区図（安全施設修繕）を参照
平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで
「とび・土工・コンクリート工事」及び「塗装工事」
１ 警戒標識修繕
破損時の応急措置及び修繕
２ 道路反射鏡修繕
破損時の応急措置及び修繕
３ 防護柵修繕
破損時の応急措置及び修繕
４ 路面標示修繕
破損時の応急措置及び修繕
５ その他
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 平成２８・２９年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿（業種：
「とび・
土工・コンクリート工事」及び「塗装工事」
）に登録されている者
２ 市内に本店を有する者
３ 緊急時（土・日・祝祭日・平日夜間を含む。
）において作業車１台以上及
び３人以上の正社員が確保でき、２時間以内に現場に急行し作業を開始で
きること。
４ 安全施設修繕のための装置及び車両を装備し専属に使用できること。
５ 応急修理用の部品を確保できること。
６ 職業能力開発促進法に基づく路面標示施工技能士の資格者を有するこ
と。
７ 平成３０年度前期分（業務期間：平成３０年４月１日から平成３０年９
月３０日まで）として建設局各課が発注する同種の業務（安全施設修繕）
を落札していない者
※複数の施工地区を同時に受注できません。
８ 過去２期分（平成２９年度前期及び平成２９年度後期〔平成３０年１月
末まで〕
）の同種の業務（安全施設修繕）において、業務委託検査成績調書
が以下のいずれにも該当しないこと
（１）総合評価が不良であるものが１件以上
（２）総合評価が稍不良であるものが２件以上
（３）稍不良の素評（△）が合計で１２個以上
※過去２期分の同種の業務を受注していない場合、この要件は該当しませ
ん。
入札参加申請期間 平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
平成３０年 ３月 ２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。）
※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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

ソ 安全施設修繕（稲毛区）
（単価契約）
（ページ２／２）
提出資料
１ 競争参加資格確認申請添付書
２ 装備能力一覧表
３ 車両及び機械等を所有又は専属に使用している場合は、以下の資料
① 写真（全景と車両番号のアップ）
② 車検証又は自主検査記録表等の写し
③ リース契約書の写し又は履行期間開始日までにリース契約する旨の誓
約書（自由書式）
４ その他雑機械の写真
５ 応急修理用部品の保管状況写真
６ 職業能力開発促進法に基づく路面標示施工技能士の合格証の写し及び健
康保険証等の写し
※１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。
※２上記提出書類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。
設計図書等
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。
の交付方法
設計図書等
平成３０年 ２月２６日（月）の午前９時から
の交付期間
平成３０年 ３月 ９日（金）の正午まで
入札期間
平成３０年 ３月 ５日（月）の午後１時から
平成３０年 ３月 ９日（金）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
平成３０年 ３月 ９日（金）の午後２時００分以降
公告の番号順かつ業務名称の記号順に行う。
支払条件
前払金
無
竣工払
ちば電子調達システムにおける工種又は業種は、
「とび・土工・コンクリー
ト工事」となっております。
本件に係る契約手続きは、本業務に係る予算（平成３０年度当初予算）が
千葉市議会（平成３０年第１回定例会）の議決を得られないときは、これを
備考
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、平成３０・３１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、平成３０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。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

施工地区図

