【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

物品
購入

物品
購入

印刷

整理№

2020206

2020207

2020208

件名

場所

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№1
所属

テレワーク用モバイルパソコン

・本体 富士通製LIFEBOOK U9310/D
100台
・付属品 100セット（マウス、ICカードリー
ダー、MS Office Std 2019 ライセンス、
Windows Server 2019 Device CAL、運搬
１ 格付けはA級であること
用PCケース）
総務部情報政策課 令和2年11月13日
※本体について無線WAN機能搭載、バッ ２ 市内に本店又は委任先があること
テリを含め標準構成で1.0kg未満のモデル
であること。
※その他、本体及び付属品に関する仕様
及び要件の詳細は、指名通知に合わせお
知らせします

総・情報政策課

ダンボール間仕切り

組立て式災害用簡易間仕切り
950セット
信更赤田防災拠点
１ 格付けはA級であること
(株)タケナカダンボール
令和2年12月15日
倉庫
暖ダンルーム 間仕切りⅡ ダンボール製 ２ 市内に本店又は委任先があること
Ｗ1,140mm×Ｈ1,400mm
※納入日は事前調整必要

総・危機管理防
災課

保・長野市保健所
新型コロナウイルス感染症対策
健康課及び市内
啓発用マスクケースの印刷
小・中学校（87校）

※納期/期間は予定です。

新型コロナウイルス感染症やインフルエン
ザ等の感染症の予防・感染拡大防止のた
め、マスクを携帯するためのマスクケース
１ 格付けは問わない
令和2年11月20日 を作成し、市内小・中学生に配布するもの
２ 市内に本店及び工場があること
・数量：31,000個
・規格：210mm×115mm、四六判175kg、
ICHIMATSUオフホワイト、片面PP加工

保・長野市保健
所健康課

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

物品
購入

物品
購入

整理№

2020209

2020210

件名

場所

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

・冷蔵 リーチインショーケース １台
SRM-RV419MB
幅1,200×奥行650×高さ1,900
・引出付調理台 １台
TX-WCT-1245DNB
幅1,200×奥行450×高さ800
・冷蔵庫 １台
SRR-K1581SB
幅1,460×奥行800×高さ1,950
・二段棚（奥行350mm） ２台
TX-WP-150
幅1,500×奥行350×高さ800
豊野温泉りんごの湯 １階調理
豊野温泉りんごの
・調理台 ２台
令和2年10月12日
室用 冷蔵リーチインショーケー
湯
TX-WCT-150AW
ス等
幅1,500×奥行750×高さ800
・作業台 １台
TX-WT-90NB
幅900×奥行600×高さ800
・IHクッキングヒーター １台
KZ-CK1401
幅304×奥行345×高さ54
・製氷機セル式小型 １台
SIM-S3500B
幅500×奥行450×高さ800
（以上、単位はmm）
※搬入・据付を含む

ドーム型ＡＩサーマルカメラ一式

※納期/期間は予定です。

参加資格

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店又は委任先があること

・ドーム型AIサーマルカメラ
NSS DS-2TD1217B-6/PA
・自立式三脚
DS-2907ZJ
・電源ハブ
LAN-EXPOE1(PoEエクステンダー)
・モニタリング用ノートパソコン
アクアウィングほか
１ 格付けはA級であること
令和2年12月18日
DELL NI35S-AHH
14カ所
２ 市内に本店又は委任先があること
・LCDディスプレイ
27インチ（解像度1920×1080）
・モニタースタンド
27インチ対応（耐荷重35㎏以上）
以上、各19台
※接続ケーブル、取付金具、設定調整を
含む

№2
所属

商・観光振興課

文・スポーツ課

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

物品
購入

物品
購入

物品
購入

整理№

2020211

2020212

2020213

件名

場所

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№3
所属

苗木、球根、培養土ほか（南部） 長野市指定箇所

球根、花苗、プランター、培養土、苗木の
購入（納品場所への配達を含む）
・数量
１ 格付けは問わない
球根 5,345球、花苗 3ポット、
令和2年11月6日
プランター 103個、培養土 527袋、
２ 市内に本店又は委任先があること
苗木 327本
・納品先
長野市指定箇所(市内南部53箇所)

都・公園緑地課

苗木、球根、培養土ほか（北部） 長野市指定箇所

球根、花苗、プランター、培養土、苗木の
購入（納品場所への配達を含む）
・数量
１ 格付けは問わない
球根 6,124球、花苗 120ポット、
令和2年11月6日
プランター 113個、培養土 690袋、
２ 市内に本店又は委任先があること
苗木 294本
・納品先
長野市指定箇所(市内北部54箇所)

都・公園緑地課

５ｔ級除雪ドーザ

※納期/期間は予定です。

５ｔ級除雪ドーザ １台
車輪式 サイドスライドアングリングプラウ
付、第4次排ガス対策型建設機械
・性能：除雪幅(アングル角25°において)
2,800mm以上
・走行速度：前進30km/h以上、後進
30km/h以上
・車両総重量：5,000kg以上6,500kg未満
・機関：水冷、ディーゼル
建設部維持課西部
１ 格付けはA級であること
・出力：43kw以上
令和3年3月12日
土木事務所
・タイヤ：ラグタイヤ
２ 本店等の所在地は問わない
・かじ取装置：車体屈折式
・除雪装置：油圧式サイドスライドアングリ
ングプラウ形、鋼板円筒曲面構造、全幅
2,800mm以上、全高780mm以上
・塗装：国土交通省機械塗装基準による
・その他：矩形ラジエータ、HST油温ゲー
ジ、自賠責保険料は別途、重量税は非課
税、登録手数料を含む、リサイクル料は
預託不要

建・維持課

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

物品
購入

物品
購入

物品
購入

整理№

2020214

2020215

2020216

件名

場所

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№4
所属

長野市立小・中学
校（２６校）

FF式ストーブ サンポット
・FF-15GBF3S 24台
・FF-11000BFQ 24台
１ 格付けはA級であること
・FF-7000BFQ １台
令和2年11月27日
※同等品不可
２ 市内に本店又は委任先があること
※取付け及び既存機器の撤去処分含む
※給排気筒（サンポット関連品）及びオイ
ルタンク（ST-25SD）を含める

教・総務課

小中学校 加湿器

長野市立小・中学
校

加湿器 168台
・例示品
ダイニチ HD-5016、HD-5017
ダイニチ HD-RX518
コロナ UF-H5019R
以上、同機種の2020年度モデル
令和2年10月30日
※国内メーカー品
※省電力機能は例示品と同等程度以上
※加湿能力500ml/ｈ以上
※タンク容量4.0L～5.0L
※スチームファン（加熱式）不可
※平成30年以降発売製品であること

教・総務課

モバイルWi-Fiルータ

小中学校等GIGAスクール構想に伴う学び
の保障のため、緊急時の家庭でのオンラ
イン学習環境を確保するためLTE通信環
境を整備するもの
長野市大字鶴賀緑
１ 格付けはA又はB級であること
令和2年11月30日 ・モバイルＷｉ-Ｆｉルータ 500台
町 外１箇所
２ 市内に本店又は委任先があること
※マルチキャリアに対応したNanoSIMの
利用が可能であること
※モバイルＷｉ-Ｆｉルータと同数のACアダ
プタを納めること

小・中学校ＦＦストーブ

※納期/期間は予定です。

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店又は委任先があること

教・学校教育課

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
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物品
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申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№5
所属

2020217

Microsoft 365 Education A3
1年ライセンス
・利用期間：R2.12.1～R3.11.30
・対象学校：小学校54校、中学校25校
長野市教育センター
・対象者：教育対象ユーザー 2,230人
ライトユーザー 81人
※上記ライセンスの調達にあたっては、以
下の無料ライセンスも合わせて納品する
長野市教育委員会向けEESライ 教育委員会学校教
１ 格付けはA級であること
こと
令和2年11月30日
センス
育課
・Microsoft Office 365 A1
２ 市内に本店又は委任先があること
(型番：M6K-00001)
81本(ライトユーザー)
・Microsoft 365 Apps for enterprise
（型番：AAD-38397）
88,000本(Student Use Benefit)
・O365ProPlusforDvcsEDU ShrdSvr
ALNG
SubsVL MVL AddOn(型番：RQL-00001)
88,000本

教・学校教育課

2020218

Apple iPad（GIGAスクール基本パッケージ
キーボード一体型タブレットケース付きモ
デル）の調達及び導入に係る各種設定一
式
長野市立長野高等学校 学習者 教育委員会市立長
１ 格付けはA又はB級であること
令和3年3月31日 ・調達物品 以下一式を160セット
用タブレット端末（その２）
野高等学校
２ 市内に本店又は委任先があること
iPad 10.2インチ 32GB Wi-Fiモデル
キーボード一体型タブレットケース
クラウド型MDM（Mobile Device
Management）５年分

教・市立長野高
校

※納期/期間は予定です。

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

物品
購入

物品
購入

物品
購入

物品
購入

整理№

2020219

件名

色度・濁度・ｐＨ・ＥＣ自動測定器
水・浄水課
一式

2020220

垂直形フロートホルダ

2020221

救急隊員用リユースタイプ感染
防護衣

2020222

場所

東部浄化センター
（長野市大字大豆
島4330）

消防局警防課

カバーオール型感染防護衣セッ
消防局警防課
ト

※納期/期間は予定です。

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№6
所属

・濁度・色度測定器 １台
濁度・色度・ｐＨ・ＥＣの４項目が測定
可能なもの
・接続型オートサンプラー １台
コンピューターのＯＳ：Windows10
プリンター：Ａ４版の印刷が可能なこと
・付属品
１ 格付けはA又はB級であること
令和2年12月18日
防塵カバー １台分
２ 市内に本店又は委任先があること
データ処理用のノートＰＣ（セットアップ
込） １台
データ受信ソフト １個
その他分析に必要な消耗品
※既存機器（濁度・色度測定器、接続型
オートサンプラー、ノートＰＣ（各１台））の
処分含む

水・浄水課

東部浄化センター水処理棟（反応タンク）
槽上の水質測定センサ固定器具（付属材
料）の経年劣化による破損部分等の交換
部品
・ローラーアッセンブリ 42個
１ 格付けはA又はB級であること
規格：ＳＵＳＫ9433ＦＶ
令和２年11月30日
・プーリアッセンブリ 21個
２ 市内に本店又は委任先があること
規格：ＳＵＳＫ9433ＦＰ
・ロープアッセンブリ 21個
規格：3.5K9433GK 3.5ｍ
※いずれも既存センサに適合した製品と
するため同等品不可

水・下水道施設
課

リユースタイプ感染防護衣 46着
令和3年3月31日 ※構成品：上衣、冷却ベスト
※上衣に消防名プリント

１ 格付けはA又はB級であること
２ 市内に本店又は委任先があること
消・警防課
※契約締結後、表生地の出荷証明書を提
出すること

カバーオール型感染防護衣セット 810
セット
１ 格付けはA又はB級であること
令和3年3月31日 ※日本船舶薬品㈱ マックスガードカバー
２ 市内に本店又は委任先があること
オール型セット ＮＳＹパックまたは同等以
上の品

消・警防課

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

物品
購入

物品
購入

物品
購入

整理№

2020223

2020224

2020225

件名

場所

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№7
所属

救命ボート

消防局警防課

救命ボート １台
・型式：アキレスＦＲＢ－３８０
・標準付属品：１式
１ 格付けは問わない
令和3年3月12日 ・オプション：スライド式腰掛け板２枚、減
２ 市内に本店又は委任先があること
圧器付きエアーガン１式、船検法定備品1
式ほか
※名入れ有り

消・警防課

ハンドガイド式除雪機

ハンドガイド式除雪機 １台
・タイプ：ロータリー式
・除雪幅：1,000ミリメートル以上
・エンジン最大出力：22PS以上
・使用燃料：無鉛ガソリンまたは経由
・安全装置：離すと停止する安全クラッチ
または同等機能付き
中央消防署飯綱分
１ 格付けは問わない
令和2年11月30日 ・除雪部：オーガローリング機能及びス
署
２ 市内に本店又は委任先があること
ノーカッティングブレード付き
・投雪部：電動式シューター機能付き
・付属品：本体収納用カバー１枚、20リット
ル燃料携行缶（消防法適合品）１個、オー
ガ安全ピン等整備用部品及び工具１式
※既存ハンドガイド式除雪機（１台）の処
分含む

消・警防課

水防倉庫

ナガワ スーパーハウス防災倉庫
BS-３K １台
外寸 間口5,325×奥行1,775×最高高
さ2,615
軽中量ラック（（株）ナイキ ＲＦＭ７５５－ １ 格付けは問わない
大字穂保943-イ-１ 令和２年11月30日
５）２台を付属（固定不要）
２ 市内に本店又は委任先があること
※組立、設置及び地盤面（アスファルト）
にアンカー固定（４箇所）を含む
※「水防倉庫」の文字入れ（一文字250mm
角）

※納期/期間は予定です。

消・警防課

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

物品
購入

物品
購入

物品
購入

物品
購入

整理№

2020226

2020227

2020228

2020229

件名

場所

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№8
所属

消防活動用ホース

消防局警防課

・呼称：65㎜、長さ：20m以上（金具付）
使用圧：1.6MPa以上 白色 28本
・呼称：65㎜、長さ：20m以上（金具付）
使用圧：1.6MPa以上 黄色 28本
・呼称：50㎜、長さ：20m以上（金具付）
使用圧：1.6MPa以上 赤色 34本
※2020年製であること
令和2年12月25日
※軽量ホースであること
※以下の製品または同等品以上のもの
帝国繊維㈱ キンパイホース SP-H-A
桜ホース㈱
スーパーロケット アドバンス16
芦森工業㈱
ジェットホース ライトエースα

１ 格付けはA又はB級であること
２ 市内に本店又は委任先があること

消・警防課

消防用ホース（消防団）

・呼称：65mm、長さ：20m以上（金具付）
使用圧：1.6MPa以上 白色 76本
※2020年製であること
※以下の製品または同等品以上のもの
帝国繊維㈱ キンパイホース SP-H-A
消防局警防課 指
令和2年11月20日 桜ホース㈱
定場所
スーパーロケット アドバンス16
芦森工業㈱
ジェットホース ライトエースα
※消防団が保有するホースのうち、購入
数分の処分を含む

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店又は委任先があること

消・警防課

消防団員活動服用ワッペン
・所属分団名用ワッペン
3,430枚
１ 格付けはA又はB級であること
・個人名用ワッペン
3,285枚
令和2年12月23日
・所属分団名用ワッペン台座 1,010枚
２ 市内に本店又は委任先があること
※活動服と同生地とするため、生地は指
定生地を使用

消・警防課

長野市消防団活動服用ワッペン 消防局警防課

署活動用携帯型無線機器

※納期/期間は予定です。

消防救急の現場活動用無線機の購入
・本体 ＩＣ－ＵＨ６５ＭＦＴ 16台
・付属品 16セット（スピーカーマイク、バッ
１ 格付けは問わない
消防局通信指令課 令和2年12月31日 テリー(1台に2個)、短縮アンテナ、充電
２ 市内に本店又は委任先があること
器、収納ケース など）
※同等品不可
※運用申請、機能設定等を含む

消・通信指令課

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

業務
委託

業務
委託

業務
委託

整理№

2020230

2020231

2020232

件名

第五次長野市高度情報化基本
計画策定支援業務委託

場所

※納期/期間は予定です。

概要

参加資格

№9
所属

国の取組みや市の第五次総合計画に基
づく現計画（第四次高度情報化基本計
画）の評価や市民アンケート調査等を実
施し、市の実情に合わせた新計画原案を
作成する
契約日
・国、他自治体の動向調査や民間先進事
長野市大字鶴賀緑
～
例の調査
町
令和3年3月31日 ・現計画の評価
・庁内関係部署ヒアリング調査
・庁内関係部署との調整
・市民アンケート調査
・新計画原案の作成
・新計画実施に係る概算事業費用の調査

１ 格付けはA又はB級であること
２ 本店等の所在地は問わない
３ 地方自治体（人口10万人以上）が発注
した同様の業務を履行した実績があるこ 総・情報政策課
と
※上記３を証する資料（契約書等の写し）
を提出すること

「子どもの地元就職」をテーマに、長野在
住の親へ地元企業の魅力などを伝える場
（セミナー）を提供する
・セミナーの開催日は12月若しくは２月頃
の東京圏に進学している学生が長野に帰
契約日
省する時期
～
・セミナーの内容は、ファシリテーターによ
令和3年3月31日
る講義、地元企業の社員によるプレゼン
・主な委託業務は、セミナ―開催会場の
選定、参加企業及び一般参加者の募集・
広報、ファシリテーターの選任並びに当日
運営

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店又は委任先があること
３ 平成27年度以降に、国又は地方自治
企・人口増推進
体本件と類似する業務を受託しを履行し
課
た実績がある者
※上記３を証する資料（契約書等の写し）
を提出すること

長野市親のためのUターン応援
長野市内
セミナー事業運営業務委託

長野市保健所庁舎清掃業務

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）

・日常清掃（開庁日） 面積：1986.85㎡
・定期清掃（月１回） 面積：2917.56㎡
令和2年10月1日 ・臨時清掃
長野市若里六丁目
～
窓ガラス清掃
面積：533.97㎡
６番１号
令和3年3月31日
カーペット清掃
面積：863.23㎡
【長期継続】
～令和４年９月30日（予定）

１ 格付けはA又はB級であること
２ 市内に本店又は委任先があること
３ 医療関連サービスマーク認定事業者、
保・長野市保健
若しくは医療法施行規則第９条の15に定
所総務課
める基準を有している事業者であること
※上記３を証する資料（写し）を提出する
こと

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

業務
委託

業務
委託

業務
委託

整理№

2020233

2020234

2020235

件名

長野市自動車騒音常時監視に
係る騒音調査及び面的評価業
務

場所

市内一円

令和２年度 廃棄物処理施設等 長野市豊野町大倉
ダイオキシン類調査業務委託
ほか

資源再生センター 油圧ユニット
清掃及びオイル充填委託

※納期/期間は予定です。

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№10
所属

契約日
～
令和3年3月5日

１ 格付けはA又はB級であること
２ 本店等の所在地は問わない
３ 計量法第107条に基づく計量証明事業
者（音圧レベル）であること
騒音規制法第18条の規定に基づいて、幹
４ 地方公共団体発注の騒音測定及び環
線道路28路線、区間55.8ｋｍを常時監視
境省の面的評価支援システムを使用した 環・環境保全温
により自動車騒音を測定し、環境省の面
面的評価業務の受託をし、履行実績を有 暖化対策課
的評価支援システムにより評価し報告書
すること
を作成する
※上記３を証する資料（写し）を提出する
こと
※上記４を証する資料（契約書等の写し）
を提出すること

契約日
～
令和3年2月5日

１ 格付けは問わない
２ 本店等の所在地は問わない
廃棄物処理施設の焼却処理施設のダイ
３ 計量法第121条の２の規定に基づく認
オキシン類の排出基準への適合や廃棄
定特定計量証明事業者として、以下に定
物処理施設等周辺地域への影響を調す
めた区分において独立行政法人製品評
る
価技術基盤機構に認定された機関である
環・廃棄物対策
調査試料
こと
・焼却炉の排出ガス ２検体
課
大気（廃ガス）：JIS K 0311
・焼却炉のばいじん ２検体
大気（環境大気）：ダイオキシン類に係る
・焼却炉の燃え殻 ２検体
大気環境調査マニュアル
・廃棄物処理施設等周辺の河川水等 ７
環境水：JIS K 0312
検体
※上記３を証する資料（登録証等の写し）
を提出すること

資源再生センターの資源化施設及びプラ
スチック製容器包装圧縮梱包施設の主要
機器に組み込まれている油圧ユニットの
契約日
清掃とオイル充填
１ 格付けは問わない
長野市松岡二丁目
～
（プラ圧縮梱包油圧タンク２基、ゴミクレー
２ 市内に本店があること
令和2年11月30日 ンバケット１基、ホッパー開閉用油圧タン
ク１基、回転破砕機油圧タンク１基、鉄圧
縮機油圧タンク２基、アルミ圧縮機油圧タ
ンク１基）

環・生活環境課
資源再生セン
ター

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

業務
委託

業務
委託

業務
委託

整理№

2020236

2020237

2020238

件名

善光寺表参道並木イルミネー
ション業務委託

長野市公園遊具点検業務委託

場所

概要

参加資格

善光寺表参道の並木164本に、LED電球
41万球のイルミネーション装飾を施す
施工期間：令和２年９月23日から令和２年
11月２日
点灯期間、時間：令和２年11月７日から令
契約日
１ 格付けはA又はB級であること
長野市大字鶴賀ほ
和３年３月13日までの17時～22時
～
２ 市内に本店又は委任先があること
か
・イルミネーションの実施期間における電
令和3年3月31日
飾及び電気器具の保守、維持管理
・イルミネーションの並木からの撤去及び
市が指定する場所への収納
※装飾する電球は長野市が用意する41
万球またはそれ以上とする

長野市 市内一円

若槻367号線ほか街路樹冬期剪 長野市大字徳間ほ
定業務委託
か

※納期/期間は予定です。

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）

№11
所属

商・観光振興課

契約日
市内公園に設置してある遊具を点検し、
～
結果を報告する 市内３５１公園
令和3年3月31日

１ 格付けがＡ又はＢ級であること
２ 県内に本店又は委任先があること
３ 一般社団法人日本公園施設業協会の
会員であり、遊具点検に必要な技術者を
配置できること
４ 一般社団法人日本公園施設業協会が
都・公園緑地課
認定する、公園施設製品安全管理士及び
公園施設製品整備技士が在籍し配置でき
ること
※上記３及び４を証する資料（会員証、資
格証及び資格者の在籍を証する社会保
険証等の写し）を提出すること

契約日
街路樹冬期剪定
～
ユリノキ外 142本
令和2年11月30日

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店があること
３ 自社の社員にて剪定が実施できること
４ １級又は２級造園施工管理技士又は
都・公園緑地課
街路樹剪定士が在職していること
※上記４を証する資料（資格証及び資格
者の在籍を証する社会保険証等の写し）
を提出すること

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

業務
委託

整理№

件名

所属

都・公園緑地課

長野市三輪十丁目
ほか

契約日
街路樹冬期剪定
～
アオギリ外 106本
令和2年11月30日

整理番号2020238に同じ

都・公園緑地課

柳原181号線ほか街路樹冬期剪 長野市大字柳原ほ
定業務委託
か

契約日
街路樹冬期剪定
～
ユリノキ外 121本
令和2年11月30日

整理番号2020238に同じ

都・公園緑地課

2020240

湯谷小北線ほか街路樹冬期剪
定業務委託

業務
委託

2020241

2020243

参加資格

整理番号2020238に同じ

業務
委託

業務
委託

概要

長野市松代温泉

2020239

2020242

納期/期間※

№12

契約日
街路樹冬期剪定
～
イチョウ外 102本
令和2年11月30日

松代東84号線街路樹冬期剪定
業務委託

業務
委託

場所

申請期限：８月２１日（金）

長野駅東口区画整理事業 歩行
長野市大字栗田
者交通量調査業務委託

博物館 ハロゲン化物消火設備
長野市小島田町
交換業務委託

※納期/期間は予定です。

契約日
～
令和3年2月1日

長野駅周辺第二土地区画整理事業の事
業評価に活用するため、長野駅及び東口
周辺の歩行者交通量調査を実施する
・歩行者交通量調査 ２回
・資料整理
４箇所
・交通解析及び考察 一式

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店があること
３ 平成22年度以降に、元請として交通量 都・市・駅周辺
調査業務の実績を有すること
整備課
※上記３を証する資料（契約書等の写し）
を提出すること

消防設備として設置しているハロゲン化
契約日
物を容器ごと交換する
１ 格付けはA又はB級であること
～
ハロゲン化物（68Ｌ貯蔵容器入り）×16本
２ 市内に本店又は委任先があること
令和2年11月30日 ※関係法令、規則及び条例等に従って行
うこと

教・博物館

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

業務
委託

整理№

2020244

件名

場所

山新田第１配水池外４件清掃点 長野市若穂綿内
検業務委託
ほか

※納期/期間は予定です。

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

参加資格

№13
所属

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店があること
３ 履行期間中に赤水等の事故が発生し
た場合に、２時間以内に清掃・点検作業を
行える体制が確保できること
４ 業務主任者について、本業務の契約
締結時点で直接的雇用関係のある者で、
配水池等の構造を十分理解し、平成27年
度から令和元年度までの間に業務主任と
して本件と同様の配水池等の施設の清掃
経歴を有する者を１名選任できること。落
札後に提出する業務委託計画書に雇用
保険被保険者資格取得等確認通知書（事
上下水道局所管の配水池等の経年によ
業主通知用）の写し、及び本件と同様の
契約日
る汚れ・砂等といった堆積物等を、潜水士
配水池等の施設の清掃を行った経歴書
水・浄水課
～
によって通水状態で清掃除去すると共
（同一清掃業務で複数の配水池を行った
令和3年1月25日 に、施設内部の点検を行う
場合は、その配水池数を明記）を添付す
・潜水士清掃工 ５箇所、374㎡
ること
５ 作業員について、潜水士及び送気連
絡員は、潜水士免許を有する者であるこ
と。また合計２名以上を配置できること。
落札後に提出する業務委託計画書に潜
水士免許の写しを添付すること
６ 事故防止のため業務主任者は作業員
との兼務は認めないこと
７ 平成27年度以降に、元請で配水池等
の通水状態での潜水士による清掃・点検
業務の受託実績を有すること
※上記７を証する資料（契約書等の写し）
を提出すること

【８月１４日（金） 公表分】 物品等供給契約に係る公募型指名競争入札募集案件
区分

業務
委託

整理№

02020245

件名

犀川浄水場ほか水質計器保守
点検委託

※納期/期間は予定です。

場所

納期/期間※

申請期限：８月２１日（金）
概要

犀川浄水場外３施設における下記水質計
器の保守点検及び部品交換一式
・アルカリ度計 ２セット
・ｐＨ計システム ８セット
・導電率計 ２セット
・表面散乱形濁度計（オプション付） ４
契約日
セット
差出南三丁目ほか
～
・高感度透過散乱形濁度計 １台
令和3年3月31日
・高感度透過散乱形濁度計（オプション
付） ２セット
・無試薬形遊離塩素計 ９台
・有試薬形残留塩素計 １台
・測温抵抗体 １本
・温度指示計 １台

参加資格

№14
所属

１ 格付けはA又はB級であること
２ 市内に本店又は委任先があること
３ 水質計器は横河電機株式会社製であ
り、交換部品が定められていることから、
当該設備メーカーの純正部品を取り扱え
水・浄水課
ること
４ 横河電機株式会社製の水質計器の純
正部品交換実績があること
※上記３の取り扱い及び４の実績を証す
る資料（写し）を提出すること

