
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）６月２１日  

 

下関市上下水道事業管理者 

上下水道局長 林 義之 

１ 件名 

  車両一体型給水タンク車 １台 

２ 納入場所及び仕様等 

  別紙「仕様書」のとおり 

３ 納入期限 

  令和４年３月２２日（火） 

４ 入札条件 

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「車両

関連」中、営業品目（小分類）の「特殊車両販売」に登録され、地域区分

が「市内」「準市内１」「準市内２」の何れかであること。 

(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。 

 



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）をファクシミリを使用して 

提出すること。（FAX 番号０８３－２３１－３３３８） 

６ 申請書提出期限 

  令和３年６月２１日（月）午前９時から 

令和３年６月２５日（金）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６月２８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 

  ファクシミリによること。（FAX 番号０８３－２３１－３３３８） 

 質問の期限は、令和３年６月３０日（水）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６月２１日（月）午前９時から 

令和３年６月２５日（金）午後５時まで 

10 入札日時等 

(1) 入札日時   令和３年７月２日（金）午前１０時００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 

  落札に当たっては、入札書に記載された金額に課税部分の１００分の１０



に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契

約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額)の課税部分の１１０

分の１００に相当する金額に非課税及び不課税部分の金額を加算した金額を

記載すること。 

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) 入札に参加する者に必要な資格のな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条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、契約までに入札条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) 入札後、落札者は、契約までに入札額に係る内訳書を下関市上下水道局

経営管理課に提出すること（様式は、別添の「内訳書」を使用すること。）。 

(9) 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。 



１．件　名
　　車両一体型給水タンク車　１台

２.　調達物品
　　車両一体型給水タンク車　１台

３．納入場所
　　下関市豊浦町大字川棚４１５３－３
　　下関市上下水道局　北部事務所

４.　納期年月日
　　令和４年3月22日

５.　車両仕様
（1）車両

2 車種
3 車体色
4 駆動方式

6 キャビン
7 エンジン形式
8 最大出力
9 ミッション
10 車両総重量
11 排気装置

13 適合法規
14 最大積載量
15 最大容量
16 サイドバンパー
17 リヤバンパー
18 リヤフェンダー

20 エアーバッグ

1

19
散光赤色灯（スピーカー内臓）サイレン付
アンプ：定格出力10W以上、マイク・SDカード付
リピート再生機能付き

2,000kg（積載物：飲料水（水道水）、比重1：1）
2,000ℓ程度

運転席及び助手席

5

3人乗り
ディーゼルエンジン
150PS以上
ATまたはAMT

側面排気（マフラーカッター取付等による方向変更も可）
平成28年排出ガス規制適合車

道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準

排出ガス浄化装置（尿素SCR装着車）
平成27年度重量車燃費基準適合者

12

仕　様　書

回転灯

環境対策

タイヤ

ハイキャブ又は標準キャブ/セミロングボディ/全低床

四輪駆動
スタッドレスタイヤ（ホイール付き）7本
ラジアルタイヤ（ホイール付き）7本

7,500kg未満（準中型免許対応）

白色又は同系色

全長5,500㎜程度、全幅1,770㎜程度、全高2,170㎜程度
（回転灯高さ含まず）

ボディ寸法

SUS304　400#磨き仕上げ　左右1式
SUS304　400#磨き仕上げ
SUS304　400#磨き仕上げ　角型



21 ブレーキ
22 ステアリング
23 エアコン
24 ライト

※ 記載以外の主要装備については、標準装備とする。
（2）メーカーオプション

1 補助灯
2 サイドミラー
3 ワイパー
4 サイドバイザー
5 フロアマット
6 シート
7 タイヤ止め
8 牽引用器具
9 車両用標準工具
10 三角表示板

建設省車両塗装基準以上、SUS以外の鋼材は、防錆処理（長期

15 ETC2.0車載用
16 バックブザー

6.　タンク仕様
（1）タンク

1 タンク本体
2 タンク寸法
3 室数
4 材質・板厚
5 内面処理
6 外面処理
7 サブフレーム

25

フォグランプ　１式
運転席/助手席電動格納ミラー（曇り止めヒーター付）

１セット

車両塗装は、コーティング処理（長期ワックス効果）を行うこ

を設置すること。
13

11

12

防水ゴム製マット備付　１式
透明ビニル製のシートカバー取付　１式
１組
対象車両用
１式

バックカメラ

カーナビゲーションシ
ステム SDカード式）及びAM/FMラジオ受信機能付き

シャッター付カメラ、ルームミラー位置にモニター（7型以上）

標準ワイパー/スノーブレード
運転席/助手席

防錆効果）を行うこと。

と。
埋込式７型以上、地上デジタル放送（フルセグ対応/機能更新

8

前方・後方常時録画、Gセンサー、手動録画機能付、SDカード
録画機能付(SDカード付属）、録画中ステッカー貼付

14

標準品（音声案内機能付き）
後退時並びに右左折時（音声案内）ON/OFFスイッチ付き

ドライブレコーダー

磨き仕上げ（400#）

楕円形
長径1,450㎜程度、短径790㎜程度、胴長2,400㎜程度
１室、整流弁は、構造計算により設置
SUS304　ｔ＝3㎜以上
酸洗い後に上水洗浄、磨き仕上げ（400#）

点検口

車両防錆処理

衝突被害軽減ブレーキシステム搭載車
パワーステアリング

ドア

マニュアルエアコン又はオートエアコン

集中ドアロックシステム、キーレスエントリー、
パワーウインドウ

LEDヘッドランプ、ヘッドランプレベリング機能付

タンク下面にSUS製を溶接取付け、磨き仕上げ（400#）
口径：450㎜程度　材質：SUS304　数量1か所
蓋形状：全ハッチ式　ガスケット付き



（2）配管及びポンプ

2 配管材質及び口径

4 切替弁

（3）外装及び装備品
50A オーバーフローパイプ式、通気口金網SUS製
20A吸排気弁、通気口金網SUS製

2 ステップ

4 ホースボックス

消火栓スタンド収納
ボックス

5

6

7

8
上記５の大型ツールボックス内等取扱いが容易な場所に設置す
ること。

付格納箱を取り付けること。
材質：ステンレス
※寸法及び配置については、別途協議の上決定すること。
タンクとキャブの間の取扱が容易な場所に設置すること。
（左右1本ずつ収納　計２本）材質：ステンレス　施錠装置付

消火栓バルブキー

1

SUS製縞鋼板
AL製縞鋼板（W1,700㎜×L1,750㎜×H300㎜）
脱落防止棚を設置すること。
SUS製 　磨き仕上げ、（左右各１か所）

7

8

本体材質：ステンレス
最大吐出量：200ℓ/min以上
揚程：25ｍ以上

※ポンプケーシング部の水抜きが可能であること。
※吸水時における空転防止が可能であること。

駆動方式：PTO電磁クラッチ駆動方式

25Aレバーカップリング継手メス
（キャップ及び脱落防止チェーン付き）
65Aモノフレックスポンプ
（参考メーカ：日機装エイコーFG65-S7RX同等品）

3

通気口

エンジン駆動ポンプ

3

配管方法

材質：SUS304　口径：20A以上

5

給水弁

給水主弁

後方４か所
25Aボールバルブ、本体材質：SCS14、弁体部：SUS316
後方４か所

前方左右1か所及び後方1か所（合計3か所）
給水口は、脱着式とし、前方左右側面及び後方に取付け可能で
あること。
65Aボールバルブ、本体材質：SCS13、弁体材質：SUS304

作業用踊場

タンクとキャビンの間に消火栓ホース等を収納する施錠装置付

大型ツールボックス

6

給配水口

給水金具

1
前方左右側面及び後方からエンジンポンプを駆動し、吸水及び配
水が可能な配管であること。

こと。材質：ステンレス
格納箱（2段）を取り付けること。また、左右両側開閉可能である

※上部に手摺を設置すること。
タンクとシャーシの間車両右側に付属品等を収納する施錠装置

前方左側1か所、50A四方弁、本体材質：SCS13
前方左右1か所（合計2か所）65Aレバーカップリング継手オス
（キャップ及び脱落防止チェーン付き）

小型ツールボックス



11 梯子

16 エンジン調整ダイヤル
17 電磁クラッチスイッチ

（4）指定文字等

（5）付属品

で、電動ポンプ及び作業灯が稼働するようにすること。

電動ポンプ
電源：単相 100V　出力:400W
給水管：30L/min　全揚程：32ｍ　口径：32㎜
参考メーカ：荏原製作所（型式：32HPE0.4S 同等品）

　65Aカムロック（メス）キャップ（チェーン付き）4個
・変換金具　65Aカムロック(メス)×65A媒介継手(メス) 　2個
・変換金具　65A媒介継手(オス)×65A媒介継手(オス)　2個

　0.7ｍ程度、5本　

・消火栓スタンドパイプ　AL製（下関市型）1本
・消火栓スタンドパイプ　AL製（町野式・レバー引上げ
　取り外し式）1本
・消火栓バルブキー　SUS製（1.2ｍ程度）1本

・65A　2.0ｍ程度×2本　サクションホース
　※両端金具は、65A媒介継手（オス×メス）
・25Aカムロック（オス）＋25Aブレードホース　
　0.7ｍ程度、5本　
・25Aカムロック（オス）＋10Aブレードホース　

タンク後面：指定文字
※文字、図柄、色、サイズ及び指定場所は、別添参考図

1

上下水道局指定のシンボルマーク及び局名等のシールを作成し、
指定場所に貼り付けること。
タンク側面：シンボルマーク及び局名

18
エンジン駆動ポンプ配管には、ポンプ負荷制御装置を設置する
こと。2.5KN以上の負荷については、循環式とする。

四方弁付近に設置すること。
操作パネル内に設置すること。

外部電源14
外部電源用専用コード付属

DC24V→AC100V　出力1,500VA　

SUS製制御盤内に設置すること。
インバータ13

エンジン停止時には、100V単相を外部電源より取り入れること

10

15

12

9

角型LED10A相当　タンク前方及び後方左右１か所ずつ設置す
ること。（合計４か所）
ライトは角度を上下左右に調整できるもの。

作業灯

付属品

コンセント
100V 800W　防水型　１か所（差し込みは、2口以上）
車両後部に取り付けること。

スイッチについては、SUS製操作ボックス内に設置すること。

液面計

　のとおり。

指定文字等

1
　給水ホース　10m　１巻　

（参考メーカ：電菱SP-1500-124同等品）

タンク後方左側１か所　透明部はアクリル管を使用し水抜きコ
ック付であること。またSUS製保護カバーを取付けること。
SUS製　磨き仕上げ（取付けは、後方両側各１か所）

ポンプ負荷制御装置



7.　登録手続
本購入車両の登録手続きは、受注者において行うものとする。
なお、新規検査申請手数料、自動車重量税及び自賠責保険保険料（24か月）については
購入費用に含むものとする。自動車リサイクル料金については、別途支払うものとし、
入札金額に含めない。
（自動車税及び自動車取得税は、免税となります。）

8.　保証期間
（1）保証期間は、登録の日から1年とする。ただし、製造業者等において別に定めのある

長期保証については、その定めるところによるものとする。
（2）前号の規定にかかわらず、保証期間経過後であっても設計・製作材質の不良に起因す

る故障については、無償交換又は、修理を行わなければならない。この場合について、
交換等を要した部品等に係る保証期間は、当該交換等の日から1年間とする。

9.　検査
（1）検査は、工場におけるタンク架装完了検査（以下「工場検査」という。）及び

本購入車両納入時検査（以下「納入時検査」という。）とする。
（2）工場検査は、寸法、外観、溶接その他組立状況並びに車両及び作業装置類の動作確認

等全般的な機能について実施し、写真及び試験成績書を提出すること。
なお、当該検査時に要する器具、人員等は、受注者において準備するものとする。

（3）納入時検査は、工場検査実施後及び登録手続完了後に納入場所にて局職員立会いの上
実施する。なお、当該検査時には、本仕様書の記載事項が確認できる書類を局職員に
提出すること。

10.　代金支払
受注者は、「購入費」「自動車リサイクル料金」の各請求書を提出し、上下水道局は、
この請求書を受領した日から起算して30日以内に代金を支払うものとする。
なお、「購入費」「自動車リサイクル料金」の請求書については、前項の検査合格した後
に提出すること。

11.　その他
（1）本購入車両は、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準、日本産業規格その他関係

法令に適合したものであること。
（2）本購入車両は、納入期日1年以内に製造されたもので、新品でなければならない。

ただし、一部の付属品等で上下水道局が認めたものについては、この限りではない。
（3）受注者は、納入までに発生したいかなる事故に対してもその責任を負うものとする。
（4）受注者は、契約締結後、本仕様書に基づき局職員と製作上の細部について十分打合せ

を行い、次に掲げる図書を書面（A4判）で局職員に提出し承認を受けること。

・給水ホース　　　　10m　

・液面計アクリル管予備　3本
・各ブレードホース　10m

1 付属品
・サクションホース　10m



ア.　製作工程表
イ.　架装外観図（左側面、平面、後部）
ウ.　シャーシ諸元表（軸重計算書、その他）
エ.　配管図・電気配線図
オ.　使用材料・部品明細書

（5）納入後、局職員に対し、操作方法について説明を行うこと。
（6）本購入車両の取扱説明書を2部作成し、1部を本購入車両に備え付けること。

また、当該説明書データをＣＤ-Ｒで1部提出すること。
（7）本仕様書に定めのない事項については、双方協議の上決定するものとする。

以上
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給水タンク車 消火栓スタンド収納ボックス参考図面





件　名　

内　 訳 　書

令和　　年　　月　　日

(宛先)下関市上下水道事業管理者

　所在地又は住所

　商号又は名称

　代表者氏名

1

車両一体型給水タンク車　１台

名　　　称 単価（税抜） 数量 金額（税抜） 摘　　要

1

車両一体型給水タンク車 1

自賠責保険料（非課税）

新規検査申請手数料（非課税） 1

重量税（不課税）

合計（入札額）
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