
入 札 公 告 

  

条件付一般競争入札を施行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の６の規定に基づき、下記により公告する。 

 

  令和３年（２０２１年）３月１５日 

下関市上下水道事業管理者 

上下水道局長 松崎 淳志 

記 

１ 品名 

  入札番号 １ 品名 水道用ポリ塩化アルミニウム（高塩基度） 

  入札番号 ２ 品名 水道用次亜塩素酸ナトリウム（ローリー） 

  入札番号 ３ 品名 水道用次亜塩素酸ナトリウム 

入札番号 ４ 品名 水道用粉末活性炭（ドライ） 

入札番号 ５ 品名 水道用次亜塩素酸ナトリウム（ローリー・豊田） 

  入札番号 ６ 品名 高分子凝集剤（脱水機用・豊浦） 

  入札番号 ７ 品名 高分子凝集剤（脱水車用・豊田） 

  入札番号 ８ 品名 ポリ硫酸第二鉄（ローリー・豊浦） 

  入札番号 ９ 品名 低食塩次亜塩素酸ソーダ（ローリー） 

入札番号１０ 品名 高分子凝集剤（カチオン系・彦島） 

入札番号１１ 品名 高分子凝集剤（機械濃縮装置用・筋ヶ浜） 

入札番号１２ 品名 高分子凝集剤（機械濃縮装置用・山陰） 

入札番号１３ 品名 高分子凝集剤（脱水機用・筋ヶ浜） 

入札番号１４ 品名 高分子凝集剤（脱水機用・彦島） 

入札番号１５ 品名 高分子凝集剤（脱水機用・山陰） 

入札番号１６ 品名 高分子凝集剤（脱水機用・山陽） 

入札番号１７ 品名 ポリ硫酸第二鉄（ローリー） 

入札番号１８ 品名 起泡助剤（機械濃縮装置用・筋ヶ浜、山陰） 

２ 納入場所及び仕様等 

  別紙各「仕様書」のとおり 

 



３ 契約期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

４ 入札参加資格要件 

本物品の入札に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

とする。 

(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    

定に該当しないこと。 

(2) 下関市物品・役務競争入札参加有資格者名簿で業種（大分類）の「薬品・

検査用品」に登録され、地域区分が「市内」「準市内１」「準市内２」のい

ずれかであること。 

(3) この公告の日から本物品の入札の日までの間に、下関市競争入札参加有

資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置（以下「指名停止措置」

という。）を受けていないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始

の申立てがなされている者（民事再生法に基づく再生計画の認可決定を受

け、かつその取消しの決定を受けていない者を除く。）でないこと。 

(5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(6) 入札に参加しようとする物品に対して、平成２７年度以降、年間で官公

庁（国、地方公共団体、公社又は公団に限る。）に仕様書の品質を満たす物

品を年間予定数量の１／２以上納入した実績を有する者、又は年間を通じ

て仕様書の品質を満たす物品の安定供給が行える者。 

５ 申請方法 

 下関市上下水道局物品購入に係る条件付一般競争入札実施要領に定める入 

札参加資格確認申請書（物品購入）（様式第１号）（１枚の申請書に入札参加 

しようとする品名を複数記入可）に、４（６）を証明出来る資料、及び今回 

納入品の品質が分かる資料（入札番号１０から１６及び入札番号１８につい 

ては、仕様書にある参考製品以外で応札する場合、同等以上の性能であるこ 

とを証明する書類（令和２年度における実機試験報告書））を添付し、下関市 

上下水道局経営管理課にファクシミリを使用して申請すること。 

（ＦＡＸ番号０８３－２３１－３３３８） 



６ 申請書提出期限 

  令和３年３月１５日（月）午前９時から 

令和３年３月１８日（木）午後５時まで 

７ 入札参加資格の決定 

  入札参加資格の審査結果は、令和３年３月２２日（月）までにファクシ 

ミリにより通知する。承認の通知を受けた者は、入札参加資格があるものと 

する。 

８ 質問の方法 

  ファクシミリ（ＦＡＸ番号０８３－２３１－３３３８）によること。 

 質問の期限は、令和３年３月１８日（木）午後５時までとする。 

 質問の回答は、後日速やかに入札参加者全員に回答する。 

９ 契約条項を示す場所及び日時 

(1) 契約条項を示す場所 

  下関市上下水道局経営管理課 

(2) 日時 

  令和３年３月１５日（月）午前９時から 

令和３年３月１８日（木）午後５時まで 

10 入札日時等 

(1) 入札日時   令和３年３月２５日（木） 

入札番号 １ 午前 ９時３０分 

入札番号 ２ 午前 ９時３３分 

入札番号 ３ 午前 ９時３６分 

入札番号 ４ 午前 ９時３９分 

入札番号 ５ 午前 ９時４２分 

入札番号 ６ 午前 ９時４５分 

入札番号 ７ 午前 ９時４８分 

入札番号 ８ 午前 ９時５１分 

入札番号 ９ 午前 ９時５４分 

入札番号１０ 午前 ９時５７分 

入札番号１１ 午前１０時００分 

入札番号１２ 午前１０時０３分 



入札番号１３ 午前１０時０６分 

入札番号１４ 午前１０時０９分 

入札番号１５ 午前１０時１２分 

入札番号１６ 午前１０時１５分 

入札番号１７ 午前１０時１８分 

入札番号１８ 午前１０時２１分 

(2) 入札場所  下関市上下水道局 入札室 

11 入札保証金 

下関市上下水道局会計規程による。ただし、納付が必要である者について

は、後日通知する。 

12 契約保証金 

  下関市上下水道局会計規程による。ただし、下関市上下水道局会計規程第

１９３条の規定に該当する場合は免除とする。 

13 入札書に記載する金額 

  入札番号１から１７については１ｋｇ当たりの単価、入札番号１８につい

ては１缶当たりの単価（いずれも小数点以下第２位までとする）を記載する

こと。また、軽減税率対象物品については、入札書にその旨を記載すること。 

なお、この入札による契約は、落札者が入札書に記載した金額を契約単価

とし、支払金額は、各契約単価に数量を乗じて得た額の合計金額に各支払い

区分における納品日に適用される消費税及び地方消費税率を乗じた金額（免

税事業者にあっては消費税及び地方消費税相当率を乗じた金額。当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とする。 

14 その他 

(1) 入札参加申請を行った者のうち、入札参加資格がないと認められた者は、

その通知を受けた日の翌日（休日の場合はその翌日）までに書面を下関市

上下水道局経営管理課に持参することにより、その理由について説明を求

めることができる。 

(2) (1)に対する回答は、説明を求めた者に対し、速やかに回答する。 

(3) 入札参加資格要件の無い者のした入札及び下関市上下水道局物品購入契 

約に係る入札心得等入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(4) 入札参加者が入札日までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは、



その者のした入札は無効とする。 

(5) 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、

入札を中止し、又は延期する場合がある。 

(6) 落札者が、契約までに入札参加資格要件を満たさなくなったとき、又は

指名停止措置を受けたときは落札決定を取り消し、契約を行わないものと

する。 

(7) 初度入札において落札候補者がいない場合は、再度入札を行う。再度入

札は、２回までとする。 

(8) 入札書等の契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容

易に消去することのできる筆記用具（消せるボールペン等）は使用しない

こと。 



水道用ポリ塩化アルミニウム（高塩基度）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度に単価契約（単位：kg）にて購入する、水道用ポリ

塩化アルミニウム（高塩基度）について適用する。 

 

１ 品名 

  水道用ポリ塩化アルミニウム（高塩基度） 

 

２ 使用目的 

上水道浄水処理（フロック形成）用 

 

３ 品質 

 次の（１）、（２）及び（３）の品質規格を満たすもの。 

（１）（公社）日本水道協会規格 JWWA K 154:2016の「表１－品質」に示す

各項目の基準を満たし、さらに塩基度は 57％以上であること。 

（２）水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12年厚生省令第 15号。以下

「施設基準省令」という。）の別表第１に示す各項目の基準を満たすこと。 

（３）（公社）日本水道協会認証登録品であること。 

 

４ 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

５ 発注単位 

１回当たり 10,000 kg以上 （下関市上下水道局（以下「局」という。）の

事情により、これに満たないことがある。） 

 

６ 年間予定数量 

  約 812,000kg 

  上記の数量は、参考数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。 

 



７ 納入期日 

発注日から起算して５日以内とする。ただし、事前連絡し、局が承認した

場合は、納入期日を延長することができる。 

 

８ 納入場所 

長府浄水場（下関市長府豊浦町１番１号）  

 

９ 納入方法 

（１）浄水場内警備員室前の長府浄水場案内図横に設置された注入配管の 50

Ａフランジにタンクローリーのホースを接続し、水道用ポリ塩化アルミニ

ウムを納入すること。 

（２）その他局職員の指示に従うこと。 

 

１０ 計量 

   受注者は、納品の際に、計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、

これに基づく計量証明書を局に提出すること。 

 

１１ 提出書類 

（１）契約締結時 

ア （公社）日本水道協会発行の認証登録証の写し 

イ 品質試験結果書 

上記「３ 品質（１）」に適合することを示すもの。品質試験結果書は

公的検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のものに

限る。 

ウ 施設基準省令に基づく評価試験結果書 

上記「３ 品質（２）」に適合することを示すもの。評価試験結果書は

公的な検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のもの

で、定量下限値まで表示しているものに限る。  

エ 安全データシート（SDS） 

（２）納入時 



ア 納品書 

イ 計量証明書 

ウ 品質試験結果書 

上記「３品質（１）」についての、製造業者等の試験結果書 

（３）その他 

契約締結時に確認を受けた製品を変更しようとする場合は、あらかじめ

「（１）契約締結時」に示した書類を提出し、確認を受けなければならない。 

 

１２ その他 

本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、局及び受注者が協議

の上、決定するものとする。 

以上 



水道用次亜塩素酸ナトリウム（ローリー）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度に単価契約（単位：kg）にて購入する、水道用次亜

塩素酸ナトリウム（ローリー）について適用する。 

 

１ 品名 

  水道用次亜塩素酸ナトリウム 

 

２ 使用目的 

上水道浄水処理（消毒）用 

 

３ 品質 

 次の（１）及び（２）の品質規格を満たすもの。 

（１）（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2に基づく試験方法により

試験した結果、（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2の「表１－

品質」中の「一級 製品Ⅰ」に示す各項目の基準を満たすこと。 

（２）水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12年厚生省令第 15号。以下

「施設基準省令」という。）の別表第１に示す各項目の基準を満たすこと。

また、設定最大注入率は 100 mg/L（有効塩素 12%溶液に換算した値）以

上とし、試験方法は「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」

（平成 16年 3月 31日付け健水発第 0331002号 厚生労働省健康局水道課

長通知（最終改正令和 2年 3月））に基づくものとする。 

 

４ 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

５ 発注単位 

１回当たり 10,000 kg以上 （下関市上下水道局（以下「局」という。）の

事情により、これに満たないことがある。） 

 



６ 年間予定数量 

  約 371,000kg 

  上記の数量は、参考数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。 

 

７ 納入期日 

発注日から起算して５日以内とする。ただし、事前連絡し、局が承認した

場合は、納入期日を延長することができる。 

 

８ 納入場所 

長府浄水場（下関市長府豊浦町１番１号） 

 

９ 納入方法 

（１）浄水場内次亜塩素酸ナトリウム注入設備室屋外に設置の 50Aフランジに

タンクローリーのホースを接続し、次亜塩素酸ナトリウムを納入すること。 

（２）次亜塩素酸ナトリウム納入後、荷受口付近を給水栓水で十分洗浄するこ

と。 

（３）その他局職員の指示に従うこと。 

 

１０ 計量 

   受注者は、納品の際に、計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、

これに基づく計量証明書を局に提出すること。 

 

１１ 提出書類 

（１）契約締結時 

ア 品質試験結果書 

上記「３ 品質（１）」に適合することを示すもの。品質試験結果書は

公的検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のものに

限る。 

イ 施設基準省令に基づく評価試験結果書 

上記「３ 品質（２）」に適合することを示すもの。評価試験結果書は



公的な検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内に行っ

たもので、定量下限値まで表示しているものに限る。  

ウ 安全データシート（SDS） 

（２）納入時 

ア 納品書 

イ 計量証明書 

ウ 品質試験結果書 

上記「３ 品質（１）」についての、製造業者等の試験結果書 

（３）その他 

契約締結時に確認を受けた製品を変更しようとする場合は、あらかじめ

「（１）契約締結時」に示した書類を提出し、確認を受けなければならない。 

 

１２ その他 

本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、局及び受注者が協議

の上、決定するものとする。 

以上 



水道用次亜塩素酸ナトリウム購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度に単価契約（単位：kg）にて購入する、水道用次亜

塩素酸ナトリウムについて適用する。 

 

１ 品名 

  水道用次亜塩素酸ナトリウム 

 

２ 使用目的 

上水道浄水処理（消毒・臭気）用 

 

３ 品質 

 次の（１）及び（２）の品質規格を満たすもの。 

（１）（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2 に基づく試験方法により

試験した結果、（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2 の「表１－

品質」中の「一級 製品Ⅰ」に示す各項目の基準を満たすこと。 

（２）水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年厚生省令第 15 号。以下

「施設基準省令」という。）の別表第１に示す各項目の基準を満たすこと。

また、設定最大注入率は 100 mg/L（有効塩素 12%溶液に換算した値）以

上とし、試験方法は「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」

（平成 16年 3 月 31日付け健水発第 0331002 号 厚生労働省健康局水道課

長通知（最終改正令和 2 年 3 月））に基づくものとする。 

  

４ 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

５ 発注単位 

１回当たり 200kg 以上  

（下関市上下水道局（以下「局」という。）の事情により、これに満たない

ことがある。） 



６ 年間予定数量 

  約 49,000kg 

  上記の数量は、参考数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。 

 

７ 納入期日 

発注日から起算して５日以内とする。ただし、事前連絡し、局が承認した

場合は、納入期日を延長することができる。 

 

８ 納入場所 

高尾浄水場（下関市春日町８番１号） 

日和山浄水場（下関市長崎中央町７番１号） 

長府浄水場（下関市長府豊浦町１番１号） 

山口県企業局（下関市長府古城町８番） 

 

９ 納入方法 

（１）次亜塩素酸ナトリウムの品質が劣化しないものであり、安全に注入作業

を行う上で支障がない容器で納入すること。 

高尾浄水場           タンク容量   500L 

日和山浄水場          タンク容量  1,000L 

長府浄水場（第２原水ポンプ室） タンク容量   200L 

山口県企業局（第５分水槽）   タンク容量  1,000L 

（２）その他局職員の指示に従い、上部補給口から注入すること｡ 

 

１０ 計量 

   受注者は、納品の際に、計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、

これに基づく計量証明書を局に提出すること。 

 

１１ 提出書類 

（１）契約締結時 

ア 品質試験結果書 



上記「３ 品質（１）」に適合することを示すもの。品質試験結果書は

公的検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のものに

限る。 

イ 施設基準省令に基づく評価試験結果書 

上記「３ 品質（２）」に適合することを示すもの。評価試験結果書は

公的な検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のもの

で、定量下限値まで表示しているものに限る。  

ウ 安全データシート（SDS） 

（２）納入時 

ア 納品書 

イ 計量証明書 

ウ 品質試験結果書 

上記「３ 品質（１）」についての、製造業者等の試験報告書 

（３）その他 

契約締結時に確認を受けた製品を変更しようとする場合は、あらかじめ

「（１）契約締結時」に示した書類を提出し、確認を受けなければならない。 

 

１２ その他 

本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、局及び受注者が協議

の上、決定するものとする。 

以上 



水道用粉末活性炭（ドライ）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度に単価契約（単位：kg）にて購入する、水道用粉末

活性炭（ドライ）について適用する。 

 

１ 品名 

  水道用粉末活性炭（ドライ） 

 

２ 使用目的 

上水道浄水処理（脱臭）用 

 

３ 品質 

 次の（１）、（２）及び（３）の品質規格を満たすもの。 

（１）（公社）日本水道協会規格 JWWA K 113:2005-2の「表１－品質」に示す

各項目の基準を満たし、さらに乾燥減量が５％以下であること。 

（２）水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12年厚生省令第 15号。以下

「施設基準省令」という。）の別表第１に示す各項目の基準を満たすこと。 

（３）（公社）日本水道協会認証登録品であること。 

 

４ 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

５ 発注単位 

１回当たり 5,000kg以上 （下関市上下水道局（以下「局」という。）の事

情により、これに満たないことがある。） 

 

６ 年間予定数量 

  約 73,000kg 

  上記の数量は、参考数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。 

 



 

７ 納入期日 

発注日から起算して５日以内とする。ただし、事前連絡し、局が承認した

場合は、納入期日を延長することができる。 

 

８ 納入場所 

長府浄水場（下関市長府豊浦町１番１号）  

 

９ 納入方法 

（１）活性炭運送専用車両で空気圧送機能を有する車両で運送すること。 

（２）浄水場内粉末活性炭注入設備室横に設置された活性炭受入設備に運送車

両（タンクローリー）のホースを接続し、局職員立会いの下、納入作業を

行うこと。 

（３）その他局職員の指示に従うこと。 

 

１０ 計量 

   受注者は、納品の際に、計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、

これに基づく計量証明書を局に提出すること。 

 

１１提出書類 

（１）契約締結時 

ア  （公社）日本水道協会発行の認証登録証の写し 

イ 品質試験結果書 

上記「３ 品質（１）」に適合することを示すもの。品質試験結果書は

公的検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のものに

限る。 

ウ 施設基準省令に基づく評価試験結果書 

上記「３ 品質（２）」に適合することを示すもの。評価試験結果書は

公的な検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のもの

で、定量下限値まで表示しているものに限る。  



エ 安全データシート（SDS） 

 

（２）薬品の納入ごと 

ア 納品書 

イ 計量証明書 

ウ 品質試験結果書 

上記「３品質（１）」についての、製造業者等の試験結果書 

（３）その他 

契約締結時に確認を受けた製品を変更しようとする場合は、あらかじめ

「（１）契約締結時」に示した書類を提出し、確認を受けなければならない。 

 

１２ その他 

本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、局及び受注者が協議

の上、決定するものとする。 

以上 

 

 



水道用次亜塩素酸ナトリウム（ローリー・豊田）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度に単価契約（単位：kg）にて購入する、水道用次亜

塩素酸ナトリウム（ローリー・豊田）について適用する。 

 

１ 品名 

  水道用次亜塩素酸ナトリウム 

 

２ 使用目的 

上水道浄水処理（消毒）用 

 

３ 品質 

 次の（１）及び（２）の品質規格を満たすもの。 

（１）（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2に基づく試験方法によ

り試験した結果、（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2の「表

１－品質」中の「一級 製品Ⅰ」に示す各項目の基準を満たすこと。 

（２）水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12年厚生省令第 15号。以下

「施設基準省令」という。）の別表第１に示す各項目の基準を満たすこと。  

また、設定最大注入率は 100 mg/L（有効塩素 12%溶液に換算した値）

以上とし、試験方法は「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライ

ン」（平成 16年 3月 31日付け健水発第 0331002 号 厚生労働省健康局水

道課長通知（最終改正令和 2年 3月））に基づくものとする。 

 

４ 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

５ 発注単位 

１回当たり 600kg以上 （下関市上下水道局（以下「局」という。）の事情

により、これに満たないことがある。） 

 



６ 年間予定数量 

  約 14,400kg 

  上記の数量は、参考数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。 

 

７ 納入期日 

発注日から起算して５日以内とする。ただし、事前に連絡し、局が承認し

た場合は、納入期日を延長することができる。 

 

８ 納入場所 

楢原浄水場（下関市豊田町大字楢原７番地） 

 

９ 納入方法 

（１）浄水場内次亜塩素酸ナトリウム注入設備室屋外に設置φ50フランジにタ

ンクローリーのホースを接続し、次亜塩素酸ナトリウムを納入すること。 

（２）次亜塩素酸ナトリウム納入後、荷受口付近を給水栓水で十分洗浄するこ

と。 

（３）その他局職員の指示に従うこと。 

 

１０ 計量 

   受注者は、納品の際に、計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、

これに基づく計量証明書を局に提出すること。 

 

１１ 提出書類 

（１）契約締結時 

ア 品質試験試果書 

上記「３ 品質（１）」に適合することを示すもの。品質試験結果書は

公的検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内のものに

限る。 

イ 施設基準省令に基づく評価試験結果書 

上記「３ 品質（２）」に適合することを示すもの。評価試験結果書は



公的な検査機関又は環境計量証明事業所の提出日より６か月以内に行っ

たもので、定量下限値まで表示しているものに限る。  

ウ 安全データシート（SDS） 

（２）納入時 

ア 納品書 

イ 計量証明書 

ウ 品質試験結果書 

上記「３ 品質（１）」についての、製造業者等の試験結果書 

（３）その他 

契約締結時に確認を受けた製品を変更しようとする場合は、あらかじめ 

「（１）契約締結時」に示した書類を提出し、確認を受けなければならない。 

 

１２ その他 

   本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、局及び受注者が協議

の上、決定するものとする。 

                              以上 

 



高分子凝集剤（脱水機用・豊浦）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

に単価契約（単位：㎏）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途 

豊浦中部浄化センター脱水機（多重板型スクリュープレス脱水機）での汚

泥脱水処理の際に添加する。 

 

２ 性能 

脱水後の汚泥含水率が７８～８４％であること。 

脱水ろ液が概ね清澄であり、汚泥脱水処理に悪影響を与えない性状である

こと。 

 

３ 指定製品 

ＡＳＺ２５３０Ｃ－２（株式会社 鶴見製作所） 

 

４ 荷姿 

１０kgビニル容器（段ボール箱梱包） 

 

５ 納入場所 

  下関市豊浦町大字川棚６７４３番地１ 

下関市上下水道局 豊浦中部浄化センター 汚泥処理棟内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 

 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

1回当たり概ね５００kg（５０箱）とする。 

 

９ 購入予定量 

１，４００kg（１４０箱） 

 

10 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

11 その他 

（１）契約締結後、速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）製品の試験成績表を提出すること。 

（３）納入した製品の使用済み空き箱を回収すること。 

（４）高分子凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動

する。 

 



高分子凝集剤（脱水車用・豊田）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

に単価契約（単位：㎏）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途 

移動汚泥脱水車（多重板型スクリュープレス型）の造粒濃縮槽での汚泥脱

水処理の際に添加する。 

 

２ 性能 

脱水後の汚泥含水率が７８～８４％であること。 

脱水ろ液が概ね清澄であり、汚泥脱水処理に悪影響を与えない性状である

こと。 

 

３ 指定製品 

ＡＳＺ２５３０Ｃ－２（株式会社 鶴見製作所） 

 

４ 荷姿 

１０kg ビニル容器（段ボール箱梱包） 

 

５ 納入場所 

  下関市豊田町大字矢田４９９番地 

下関市上下水道局 豊田浄化センター 移動汚泥脱水車庫内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 

 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

1回当たり概ね３００kg（３０箱）とする。 

 

９ 購入予定量 

１，７００kg（１７０箱） 

 

10 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

11 その他 

（１）契約締結後、速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）製品の試験成績表を提出すること。 

（３）納入した製品の使用済み空き箱を回収すること。 

（４）高分子凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動

する。 

 

 



ポリ硫酸第二鉄（ローリー・豊浦）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

に単価契約（単位：㎏）にて購入するポリ硫酸第二鉄について適用する。 

 

１ 用途     

汚泥の PH値を適正値に調整し、凝集しやすい性質にするために脱水機投入

前に添加する。 

 

２ 成分 

  全鉄含有量が１１％以上であること。 

 

３ 荷姿 

ローリー 

 

４ 納入場所 

下関市豊浦町大字川棚６７４３番地１ 

下関市上下水道局 豊浦中部浄化センター汚泥処理棟内タンク 

 

５ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 

 

６ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 



７ 発注単位 

１回当たり概ね３，０００kgとする。 

 

８ 購入予定量 

２９，０００kg 

 

９ 契約期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

10 その他 

（１）契約締結後、速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）納入の都度、その製品の試験成績表を提出すること。 

（３）納入時には、計量書を製品に添付すること。 

（４）ポリ硫酸第二鉄の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変

動する。 

 



低食塩次亜塩素酸ソーダ（ローリー）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで）

に単価契約（単位：㎏）にて購入する低食塩次亜塩素酸ソーダについて適用する。 

 

１ 用途 

放流水滅菌用 

 

２ 成分等 

有効塩素が１２％以上であること。 

遊離アルカリが０．３％以上、２．０％以下であること。 

食塩が４％以下であること。 

 

３ 荷姿 

  ローリー 

 

４ 納入場所 

（１）下関市伊崎町二丁目２１番１号 

下関市上下水道局 筋ヶ浜終末処理場 次亜塩素酸ソーダ貯留槽 

（２）下関市彦島福浦町一丁目２８番３１号 

下関市上下水道局 彦島終末処理場 次亜塩素酸ソーダ貯留槽 

（３）下関市大字垢田字洞の上  

下関市上下水道局 山陰終末処理場 滅菌室内 次亜塩貯留槽 

（４）下関市乃木浜二丁目２１９２番地 

下関市上下水道局 山陽終末処理場 用水棟 次亜塩素酸ソーダ貯留槽 

 

５ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する場

所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 



６ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時から

午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

７ 購入予定量及び発注単位 

    各納入場所の購入予定量及び発注単位は、次のとおりとするが、発注単位に

ついては、処理場及びポンプ場の都合による変更にも対応すること。 

（１）筋ヶ浜終末処理場   １６６，０００㎏（１回当たり概ね６，０００㎏） 

（２）彦島終末処理場     ８３，０００㎏（１回当たり概ね９，０００㎏） 

（３）山陰終末処理場    １９８，０００kg（１回当たり概ね５，０００kg） 

（４）山陽終末処理場     ９２，５００kg（１回当たり概ね５，０００kg） 

 

８ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

９ その他 

（１）契約締結後、速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）納入の都度、その製品の試験成績表を提出すること。 

（３）納入時には、計量書を製品に添付すること。 



高分子凝集剤（カチオン系・彦島）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：kg）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途  

彦島終末処理場での下水処理過程で発生する消化汚泥をベルトプレス脱水

機で脱水するための主剤として使用。 

 

２ 性能 

  脱水後の汚泥含水率が７８～８４％であること。 

脱水ろ液が概ね清澄であり、かつ処理場の水処理に悪影響を与えない性状

であること。 

なお、汚泥性状は頻繁に変化するため、概ね３ヶ月ごとに汚泥試験を行っ

て上記性能を保つのに必要な情報を提示し、対応すること。 

 

３ 参考製品 

 （１）クリーンアップ（友岡化研株式会社） 

  （２）オルフロック（オルガノ株式会社）  

（３）テツフロック（日鉄鉱業株式会社） 

（４）ハイモロック（ハイモ株式会社） 

 ※ 参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であること

を証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出するこ

と。 

 

４ 荷姿 

１５kg耐湿紙袋 

 

５ 納入場所 

下関市彦島福浦町一丁目２８番３１号 

下関市上下水道局 彦島終末処理場内 

 



６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 

 

７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

1 回当たり概ね３００kg（２０袋）とするが、処理場の都合による変更に

も対応すること。 

 

９ 購入予定量 

１，６５０㎏（１１０袋） 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動する。 

（３）納入した製品の使用済み空き袋を回収すること。 

 



高分子凝集剤（機械濃縮装置用・筋ヶ浜）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：kg）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途  

筋ヶ浜終末処理場常圧浮上機械濃縮装置での汚泥濃縮処理の際に添加する。 

 

２ 性能 

現在使用中の常圧浮上機械濃縮装置の運転に支障がなく、脱離液が概ね清

澄であり、汚泥の分離性が良いこと。 

なお、汚泥性状は頻繁に変化するため、概ね３ヶ月ごとに汚泥試験を行っ

て上記性能を保つのに必要な情報を提示し、対応すること。 

 

３ 参考製品 

（１）クリーンアップ（友岡化研株式会社） 

（２）テツフロック（日鉄鉱業株式会社） 

（３）オルフロック （オルガノ株式会社） 

 ※ 参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であること

を証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出するこ

と。 

 

４ 荷姿 

１５kg耐湿紙袋 

 

５ 納入場所 

下関市伊崎町二丁目２１番１号 

下関市上下水道局 筋ヶ浜終末処理場内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

1回当たり概ね３００kg（２０袋）とするが、処理場の都合による変更に 

も対応すること。 

 

９ 購入予定量 

２,４００kg（１６０袋） 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動する。 

（３）納入した製品の使用済み空き袋を回収すること。 

 



高分子凝集剤（機械濃縮装置用・山陰）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：kg）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途  

山陰終末処理場常圧浮上機械濃縮装置での汚泥濃縮処理の際に添加する。 

 

２ 性能 

現在使用中の常圧浮上機械濃縮装置の運転に支障がなく、脱離液が概ね清

澄であり、汚泥の分離性が良いこと。 

なお、汚泥性状は頻繁に変化するため、概ね３ヶ月ごとに汚泥試験を行っ

て上記性能を保つのに必要な情報を提示し、対応すること。 

 

３ 参考製品 

（１）ハイモロック（ハイモ株式会社） 

（２）オルフロック（オルガノ株式会社） 

 ※ 参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であること

を証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出するこ

と。 

 

４ 荷姿 

１５kg耐湿紙袋 

 

５ 納入場所 

下関市大字垢田字洞の上 

下関市上下水道局 山陰終末処理場内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 

 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

１回当たり概ね３００kg（２０袋）とするが、処理場の都合による変更に

も対応すること。 

 

９ 購入予定量 

４，９５０kg（３３０袋） 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動する。 

（３）納入した製品の使用済み空き袋を回収すること。 

 



高分子凝集剤（脱水機用・筋ヶ浜）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：kg）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途  

筋ヶ浜終末処理場での下水処理過程で発生する消化汚泥をスクリュープレ

ス脱水機で脱水するための主剤として使用。 

 

２ 性能 

  脱水後の汚泥含水率が７８～８４％であること。 

脱水ろ液が概ね清澄であり、かつ処理場の水処理に悪影響を与えない性状

であること。 

なお、汚泥性状は頻繁に変化するため、概ね３ヶ月ごとに汚泥試験を行っ

て上記性能を保つのに必要な情報を提示し、対応すること。 

 

３ 参考製品 

 （１）ハイモロック（ハイモ株式会社）  

（２）テツフロック（日鉄鉱業株式会社） 

 ※ 参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であること

を証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出するこ

と。 

 

４ 荷姿 

１５kg耐湿紙袋 

 

５ 納入場所 

下関市伊崎町二丁目２１番１号 

下関市上下水道局 筋ヶ浜終末処理場内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

１回当たり概ね３００kg（２０袋）とするが、処理場の都合による変更に

も対応すること。 

 

９ 購入予定量 

６，４５０kg（４３０袋） 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動する。 

（３）納入した製品の使用済み空き袋を回収すること。 

 



高分子凝集剤（脱水機用・彦島）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：kg）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途  

彦島終末処理場での下水処理過程で発生する消化汚泥をスクリュープレス

脱水機で脱水するための主剤として使用。 

 

２ 性能 

  脱水後の汚泥含水率が７８～８４％であること。 

脱水ろ液が概ね清澄であり、かつ処理場の水処理に悪影響を与えない性状

であること。 

なお、汚泥性状は頻繁に変化するため、概ね３ヶ月ごとに汚泥試験を行っ

て上記性能を保つのに必要な情報を提示し、対応すること。 

 

３ 参考製品 

 （１）クリーンアップ（友岡化研株式会社） 

（２）オルフロック（オルガノ株式会社） 

  （３）テツフロック（日鉄鉱業株式会社）  

 ※ 参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であること

を証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出するこ

と。 

 

４ 荷姿 

１５kg耐湿紙袋 

 

５ 納入場所 

下関市彦島福浦町一丁目２８番３１号 

下関市上下水道局 彦島終末処理場内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

１回当たり概ね３００kg（２０袋）とするが、処理場の都合による変更に

も対応すること。 

 

９ 購入予定量 

１，５００kg（１００袋） 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかに SDSを提出すること。 

（２）凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動する。 

（３）納入した製品の使用済み空き袋を回収すること。 

 



高分子凝集剤（脱水機用・山陰）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：kg）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途  

山陰終末処理場での下水処理過程で発生する消化汚泥をスクリュープレス

脱水機で脱水するための主剤として使用。 

 

２ 性能 

  脱水後の汚泥含水率が７８～８４％であること。 

脱水ろ液が概ね清澄であり、かつ処理場の水処理に悪影響を与えない性状

であること。 

なお、汚泥性状は頻繁に変化するため、概ね３ヶ月ごとに汚泥試験を行っ

て上記性能を保つのに必要な情報を提示し、対応すること。 

 

３ 参考製品 

（１）クリーンアップ（友岡化研株式会社） 

（２）オルフロック（オルガノ株式会社） 

（３）ハイモロック（ハイモ株式会社） 

 ※ 参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であること

を証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出するこ

と。 

 

４ 荷姿 

１５kg耐湿紙袋 

 

５ 納入場所 

下関市大字垢田字洞の上 

下関市上下水道局 山陰終末処理場内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

１回当たり概ね６００kg（４０袋）とするが、処理場の都合による変更に

も対応すること。 

 

９ 購入予定量 

２４，９００kg（１，６６０袋） 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動する。 

（３）納入した製品の使用済み空き袋を回収すること。 



高分子凝集剤（脱水機用・山陽）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：kg）にて購入する高分子凝集剤について適用する。 

 

１ 用途  

山陽終末処理場での下水処理過程で発生する消化汚泥をスクリュープレス 

脱水機で脱水するための主剤として使用。 

 

２ 性能 

  脱水後の汚泥含水率が７８～８４％であること。 

  脱水ろ液が概ね清澄であり、かつ処理場の水処理に悪影響を与えない性状 

であること。 

  なお、汚泥性状は頻繁に変化するため、概ね３ヶ月ごとに汚泥試験を行っ 

て上記性能を保つのに必要な情報を提示し、対応すること。 

 

３ 参考製品 

 （１）ハイモロック（ハイモ株式会社） 

  （２）クリーンアップ（友岡化研株式会社） 

 （３）テツフロック（日鉄鉱業株式会社） 

 ※参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であることを

証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出すること。 

 

４ 荷姿 

１５kg耐湿紙袋 

 

５ 納入場所 

下関市乃木浜二丁目２１９２番地 

下関市上下水道局 山陽終末処理場内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する 

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 

 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か 

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

１回当たり概ね６００kg（４０袋）とするが、処理場の都合による変更に 

も対応すること。 

 

９ 購入予定量 

８，４００kg（５６０袋） 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）凝集剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動する。 

（３）納入した製品の使用済み空き袋を回収すること。 

 



ポリ硫酸第二鉄（ローリー）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：㎏）にて購入するポリ硫酸第二鉄について適用する。 

 

１ 用途  

脱臭及び水処理用 

 

２ 成分等 

  全鉄が１１％であること。 

  比重が１．４５であること。 

 

３ 荷姿 

  ローリー 

 

４ 納入場所 

（１）下関市竹崎町四丁目 

 下関市上下水道局 竹崎中継ポンプ場 薬液貯留タンク 

（２）下関市彦島福浦町一丁目２８番３１号 

 下関市上下水道局 彦島終末処理場 水系薬液槽 

（３）下関市大字垢田字洞の上 

 下関市上下水道局 山陰終末処理場 薬液貯留タンク 

（４）下関市乃木浜二丁目２１９２番地 

 下関市上下水道局 山陽終末処理場 反応槽横ポリテツ用タンク 

 

５ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 

 

６ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 



７ 購入予定量及び発注単位 

    各納入場所の購入予定量及び発注単位は、次のとおりとするが、発注単位

については、処理場及びポンプ場の都合による変更にも対応すること。 

（１）竹崎中継ポンプ場   ５１，９００kg（１回当たり概ね２，５００㎏) 

（２）彦島終末処理場    ３１，０００kg（１回当たり概ね４，５００kg) 

（３）山陰終末処理場    ７１，０００kg（１回当たり概ね７，０００kg) 

（４）山陽終末処理場    ５９，０００kg（１回当たり概ね３，０００kg) 

 

８ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

９ その他 

（１）契約締結後、速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）納入の都度、その製品の試験成績表を提出すること。 

（３）納入時には、計量書を製品に添付すること。 



起泡助剤（機械濃縮装置用・筋ヶ浜、山陰）購入仕様書 

 

本仕様書は、令和３年度（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日ま

で）に単価契約（単位：缶）にて購入する起泡助剤について適用する。 

 

１ 用途  

筋ヶ浜終末処理場及び山陰終末処理場、常圧浮上機械濃縮装置での汚泥濃 

縮処理の際に添加する。 

 

２ 性能 

現在使用中の常圧浮上機械濃縮装置の運転に支障がなく、汚泥の浮上性が

良いこと。 

 

３ 参考製品 

（１）起泡助剤ＳＡ-１００（新菱工業株式会社） 

 ※ 参考製品以外で応札する場合は、入札までに同等以上の性能であること

を証明する書類（令和２年度以降における実機試験報告書）を提出するこ

と。 

 

４ 荷姿 

１８kg缶入り 

 

５ 納入場所 

下関市伊崎町二丁目２１番１号 

下関市上下水道局 筋ヶ浜終末処理場内 

下関市大字垢田字洞の上 

下関市上下水道局 山陰終末処理場内 

 

６ 納入方法 

必ず局職員が立会し、品名、数量等の確認を受けた後、局職員が指定する

場所に納入すること。また、積み下ろしは、受注者で行うこと。 

立会人の指示には、必ず従うこと。 



７ 納入期日 

指定期日に納入すること。（原則として指定期日の変更は認めない。） 

納入日時は、局職員の指示により事前に決定する。（通常平日の午前９時か

ら午後４時までを基本とするが、緊急時等の納入はこの限りでない。） 

 

８ 発注単位 

1回当たり概ね１０缶もしくは２０缶とするが、処理場の都合による変更 

にも対応すること。 

 

９ 購入予定量 

筋ヶ浜終末処理場 １０缶 

山陰終末処理場  ５５缶 

 

１０ 契約期間 

令和３年（2021年）４月１日から令和４年（2022年）３月３１日まで 

 

１１ その他 

（１）契約後速やかにＳＤＳを提出すること。 

（２）起泡助剤の購入予定数量は、処理汚泥量、汚泥の性状等により変動

する。 
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