【６月９日(水) 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

印刷

物品
購入

整理№

2021136

2021137

件名

場所

納期/期間

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№1

参加資格

所属

粗大ごみシール（一般用・減免
用）

有料制度に伴う有料の粗大ごみシール
（一般用）450,000枚
（減免用）5,000枚
・再使用防止加工（切れ込みを入れるな
ど）をするとともに、剥離紙は古紙としてリ
サイクルできる構造にすること
・100枚ずつ紙帯で結束し、おおむね20束
（2,000枚）程度を段ボールで梱包すること
【表面（一般用・減免用共通）】
・偽造防止加工（コピー防止用すかし文字
入り）をすること
【裏面（一般用）】
長野市 松岡ストッ
１ 格付けは問わない
令和3年10月22日 ・市が指定するごみ処理手数料コード
クヤード
２ 市内に本店及び工場があること
（バーコード）及び小売店のごみ処理手数
料に関する説明書き（当小売店は、長野
市ごみ処理手数料徴収事務を受託してお
ります。当店が受領したごみ処理手数料
については、当店が発行する領収書また
はレシートでご確認ください。）を表記する
こと
【裏面（減免用）】
・裏面右上隅に「20-201」を表記すること。
・ごみ処理手数料コード（バーコード）及び
小売店のごみ処理手数料に関する説明
書きは除く（表記しない）こと

環・生活環境課

公共ごみ専用指定袋

公共ごみ専用指定袋 （30L ）
・数量 100,000枚
・形状 取手及び底部分はシール加工し
た四角フラット（折り込み加工でないこと）
長野市資源再生セ
・材質 高密度ポリエチレン（半透明、炭
１ 格付けは問わない
ンター内の生活環 令和3年10月15日 酸カルシウム不使用、植物由来のポリエ
２ 市内に本店又は委任先があること
境課倉庫
チレン（バイオマスポリエチレン）10%以上
使用）
・厚さ 0.03mm
・地色 無色
・印刷色 黒色

環・生活環境課

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

【６月９日(水) 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№

2021138

2021139

2021140

件名

長野市家庭ごみ処理手数料減
免用ごみ指定袋

小・中学校 教室用カーテン

児童・生徒用 机・椅子

場所

市内指定納品場所
（松岡ほか）

市内小中学校

市内小中学校

納期/期間

令和4年2月4日

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№2

参加資格

所属

減免用ごみ指定袋の作製（市から家庭用
ごみ指定袋の製造許可を受けた製造業
者（５者）が作製した袋であること）及び梱
包
(1) 可燃ごみ用 30L 365,000枚
(2) 可燃ごみ用 20L 62,500枚
(3) 次の①～③のセット
１ 格付けはA又はBであること
①可燃ごみ用 20L 144,000枚
２ 市内に本店又は委任先があること
②不燃ごみ用 30L 12,000枚
③プラスチック製容器包装用 30L
72,000枚
※上記(1)・(2)は、それぞれ10枚を１パック
とし、50パックずつ段ボールに梱包
※上記(3)は、①60枚、②5枚、③30枚を１
パックとし、5パックずつ段ボールに梱包

カーテン：東リ製エコタッサーTKY7206 又
は リリカラ製パレスLC20251（フック、タッ
セル等付属品を含む）
レール：トーソー製ニューデラック 又は
ウィンピア（ランナー等付属品を含む）
・小学校36校：総面積777平方メートル、
布数316枚、レール総延長81m、レール本
１ 格付けはA又はB級であること
数28本
令和3年10月15日
・中学校14校：布総面積365平方メート
２ 市内に本店又は委任先があること
ル、布数133枚、レール総延長15.35m、
レール本数6本
※消防法に定める防炎加工品であること
※学校環境衛生基準に定める６物質の数
値が基準値以下であること
※取付け手間 及び 既存品撤去処分を含
む
小中学校で児童・生徒が使用する机・椅
子を更新するもの
・児童・生徒用机
令和3年8月31日
可動式510台、固定式5台
・児童・生徒用椅子
可動式481脚、固定式5脚

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

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

環・生活環境課

教・総務課

教・総務課

【６月９日(水) 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№

2021141

2021142

2021143

件名

場所

納期/期間

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№3

参加資格

所属

〇量水器(新品価格) 次の３件
・口径30mm（外径49.0mm） 10個
・口径30mm（外径49.0mm）（上水ねじ）
３個
・口径75mm ２個
１ 格付けは問わない
令和3年9月30日 〇量水器（バーター価格） 次の２件
２ 市内に本店又は委任先があること
・口径75mm ９個
・口径75mm 隔測式 ２個
※「バーター」とは、新品を納入する際に
同数の使用済み品を下取り品として精算
する方式

水・総務課

軽貨物自動車

・水道整備課
・水道維持課北部
令和3年9月30日
出張所
・下水道整備課

軽貨物自動車 ３台
・排気量 660ccターボ付、寒冷地仕様、駆
動方式 4WD、ワンボックスタイプ（ハイ
ルーフ）５枚ドア、変速機ＡＴ（２台）、変速
機５ＭＴ（１台）、乗車定員４名、エアバッ
グ、４輪ABS、パワーステアリング、集中ド
アロック（全ドア連動）、パワーウインドウ
（前・後席）、エアコン、スタッドレスタイヤ４
本（ホイル付）、１台は広報用スピーカー２ １ 格付けはA又はB級であること
個（前後）＋アンプ、１台は広報用スピー ２ 市内に本店又は委任先があること
カー２個（前後）＋アンプ＋専用ルーフ
キャリア、ドライブレコーダー（前方録画タ
イプ、搭載表示ラベル） ほか
※名入れあり（２台）
※既存車両の引取り処分を含む(再販不
可)
※自動車取得に係る税金、自賠責保険、
リサイクル料、車庫証明等の費用を含む

水・総務課

非常用飲料水袋

上下水道局 水道
令和3年9月30日
維持課

㈱東洋アクアテック製
６㍑広口キャップ式（背負いひも無）
2,000袋
※長野市上下水道局 明記

水・水道維持課

貯蔵量水器（上水３）

水道維持課

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

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

【６月９日(水) 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№

2021144

2021145

件名

試料保冷庫

救命ボート

場所

納期/期間

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№4

参加資格

所属

薬用冷蔵ショーケース（想定機種：
PHC(株)MPR-1014-PJ） １台
内容量：1,033L程度、温度制御範囲：2℃
～14℃、冷却方式：強制循環式、外装：塗
装鋼板、内装：ステンレス鋼板、棚：10枚
（耐荷重50kg/枚）、扉：引き違い扉（2枚
１ 格付けは問わない
扉）、温度表示：デジタル表示式（1℃単
上下水道局浄水課 令和3年9月30日
位）、温度制御方式：電子制御ON-OFF方 ２ 市内に本店又は委任先があること
式、ドア警報及び高温低温ブザー機能付
き、照明付き、温度記録計及びデータ収
集可能な機器を付属
※搬入・据付・動作確認等を含む。
※不要となる恒温槽（SANYO MIR-553）
１台の引き取り処分を含む。

鳥居川消防署

令和4年3月31日

救命ボート １台
・型式：アキレスＦＲＢ－３８０
・標準付属品：１式
・スライド式腰掛け板２枚、減圧器付きエ
アーガン１式、船検法定備品1式ほか
・名入れ有り

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

水・浄水課

消・警防課

船外機 １台
・型式：トーハツMFS２０E L
・船外機スタンド及び水洗いキット１式

物品
購入

2021146

消防局鶴賀消防署（仮称）豊野分署の陸
上移動局無線設備機器（可搬型及び携帯
型 各一式）の購入
・260MHz帯デジタル方式
・可搬型（形式JHV-316F05A又は、
VM1154MDと同等品かつ送信出力10W）
消防局 鶴賀消防署 （仮称）豊
無線機本体（バッテリー付）、充電器、アン １ 格付けはA又はB級であること
消防局通信指令課 令和4年3月31日
野分署無線設備
テナ、マイクスピーカー、外部スピーカー、 ２ 市内に本店又は委任先があること
本体収納ケース など
・携帯型（形式JHP-298S02かつ送信出力
2W） 無線機本体、リチウムイオン電池
パック（２個）、充電器、マイクスピーカー、
無線機収納ケース など
※運用申請書類等の作成を含む

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

消・通信指令課

【６月９日(水) 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

業務
委託

整理№

2021147

2021148

件名

場所

納期/期間

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№5

参加資格

所属

署活動用携帯型無線機器

消防救急の現場活動用無線機器の購入
・本体 ＩＣ－ＵＨ６５ＭＦＴ 25台
・付属品 25セット（スピーカーマイク、バッ
１ 格付けはA又はB級であること
消防局通信指令課 令和4年3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、本体収納ケース など）
※同等品不可
※運用申請、機能設定等を含む

中御所二丁目住居表示整備事
業業務委託

長野駅周辺第二土地区画整理事業区域
内の、中御所二丁目の一部区域におい
て、住居表示を再実施するもの
(1) 対象地域 中御所二丁目の一部区域
(2) 実施面積 約 7.6ｈａ
(3) 再編後街区予定数 21
(4) 住居表示実施予定時期 令和４年７月
(5) 業務の範囲
・公簿等再調査
・現地調査
・基本図作成
・住民票等データパンチ入力
契約日
・住居表示台帳図作成
長野市中御所二丁
～
・街区データ作成
目
令和5年3月31日
・新旧対照案内図原稿作成
・旧新・新旧住所対照表原稿作成
・土地地番対照表原稿作成
・パンフレット（住居表示のしおり）原稿
作成
・通知書の発送準備
・法定通知書の配付、住居表示板の取
り付け
・本籍に係る住所コード記入
・街区表示板取り付け
・街区案内板の作成・設置
・対照表、パンフレット、対照案内図等
印刷物の印刷及び製本

消・通信指令課

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 プライバシーマークの使用認定を取得
していること
４ 過去に同様業務の受託実績があるこ
総・庶務課
と
※上記３を証する資料（登録証等の写し）
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

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

【６月９日(水) 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

整理№

2021149

2021150

件名

場所

納期/期間

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№6

参加資格

所属

長野市コロナフレイル実態調査
業務委託

１ 格付けは問わない
２ 本店の所在地は問わない
長野市コロナフレイル実態調査業務委託 ３ 令和元年以降に元請けとして、本市と
①調査項目の選定
同等規模以上の自治体または厚生労働
長野市内６地区
②データの入力・集計・分析
省の介護・高齢者政策に関する実態調査
契約日
(第三、第四、古
（調査対象2,000件、郵送によるアンケート 及び調査結果に基づく既存政策の有効性 保・地域包括ケ
～
牧、三輪、吉田、芹
調査、想定回収率70％を想定）
及び新しい政策への転換の必要性の提 ア推進課
令和3年10月31日
田)
③効果的なフレイル予防、介護予防事業 言等の実績を有する者（ただし、高齢者福
についての提言
祉計画・介護保険事業計画策定に伴う調
④報告書の作成
査を除く）
※ 上記３を証する資料（契約書等の写し）
を提出すること

地籍調査事業（戸隠豊岡14区）
測量業務委託

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 一般社団法人日本国土調査測量協会
会員であること
４ 長野県内市町村において一筆地調査
国土調査法に基づく地籍調査事業に伴う
（Ｅ工程）を含む国土調査業務の実績を有
測量業務
契約日
し、地籍調査管理技術者（一般社団法人
建・維持課北部
・面積 0.04平方キロメートル
～
日本国土調査測量協会認定）及び地籍主
・筆数 99筆
土木事務所
令和4年2月28日
任調査員（公益社団法人全国国土調査協
・精度 乙１、縮尺1/500
会認定）が在籍していること
※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）
及び技術者の在籍を証する資料（保険証
等の写し）を提出すること

長野市戸隠豊岡

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

【６月９日(水) 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№

2021151

2021152

2021153

件名

場所

納期/期間

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№7

参加資格

所属

地籍調査事業（中条住良木１４
区）測量業務委託

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 一般社団法人日本国土調査測量協会
会員であること
４ 長野県内市町村において一筆地調査
国土調査法に基づく地籍調査事業に伴う
（Ｅ工程）を含む国土調査業務の実績を有
測量業務
契約日
し、地籍調査管理技術者（一般社団法人
建・維持課西部
・面積 0.07平方キロメートル
長野市中条住良木
～
日本国土調査測量協会認定）及び地籍主
・筆数 122筆
土木事務所
令和4年2月28日
任調査員（公益社団法人全国国土調査協
・精度 乙２、縮尺1/500
会認定）が在籍していること
※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）
及び技術者の在籍を証する資料（保険証
等の写し）を提出すること

長野市公園遊具点検業務委託

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 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
市内公園に設置した遊具が安全に使用で を配置できること
契約日
きるかを点検し、修繕の必要性等を報告 ４ 一般社団法人日本公園施設業協会
都・公園緑地課
～
する。
が認定する、公園施設製品安全管理士及
令和4年3月18日
・公園数 432箇所
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、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保険証等
の写し）を提出すること

川中島３６７号線街路樹伐採業
務委託

長野市 市内一円

長野市三本柳東二
丁目

契約日
街路樹伐採 43本
～
令和3年9月30日

１ 格付けは問わない
２ 市内に本店があること
３ １級又は２級造園施工管理技士また
は、街路樹剪定士が在籍していること
４ 令和３年度において本市の街路樹年
都・公園緑地課
間管理業務委託を受託していないこと
※上記３の資格者であることを証する資
料（写し）及びその者が在籍していること
を証する資料（保険証等の写し）を提出す
ること

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

【６月９日(水) 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

業務
委託

整理№

件名

場所

納期/期間

概要

申請期限：６月１６日(水) 午後４時

№8

参加資格

所属

2021154

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律に基づく、小中学校の飲料水貯
契約日
飲料水貯水槽清掃点検委託 第 吉田小学校 外16
水槽の清掃及び設備の点検
～
１ブロック（吉田小学校 外16校） 校
作業は児童生徒がいない期間（夏休み及
令和3年10月31日
び土日）を中心に実施
※実施日等は学校との協議必要

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 長野県知事から「建築物飲料水貯水
槽清掃業」の登録を受けていること
※上記３を証する資料（写し）を提出する
こと

教・保健給食課

2021155

飲料水貯水槽清掃点検委託 第
城山小学校 外
２ブロック （城山小学校 外16
16校
校）

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律に基づく、小中学校の飲料水貯
契約日
水槽の清掃及び設備の点検
～
作業は児童生徒がいない期間（夏休み及
令和3年10月31日
び土日）を中心に実施
※実施日等は学校との協議必要

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 長野県知事から「建築物飲料水貯水
槽清掃業」の登録を受けていること
※上記３を証する資料（写し）を提出する
こと

教・保健給食課

2021156

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律に基づく、小中学校の飲料水貯
飲料水貯水槽清掃点検委託 第
契約日
緑ケ丘小学校 外
水槽の清掃及び設備の点検
３ブロック （緑ケ丘小学校 外15
～
15校
作業は児童生徒がいない期間（夏休み及
校）
令和3年10月31日
び土日）を中心に実施
※実施日等は学校との協議必要

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 長野県知事から「建築物飲料水貯水
槽清掃業」の登録を受けていること
※上記３を証する資料（写し）を提出する
こと

教・保健給食課

2021157

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律に基づく、小中学校の飲料水貯
飲料水貯水槽清掃点検委託 第
契約日
芹田小学校 外19
水槽の清掃及び設備の点検
４ブロック （芹田小学校 外19
～
校
作業は児童生徒がいない期間（夏休み及
校）
令和3年10月31日
び土日）を中心に実施
※実施日等は学校との協議必要

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 長野県知事から「建築物飲料水貯水
槽清掃業」の登録を受けていること
※上記３を証する資料（写し）を提出する
こと

教・保健給食課

【申請方法】
・「公募型指名競争入札申請書」及び添付書類（必要な場合のみ）を受付期間内に契約課窓口へ提出（申請書はホームページよりダウンロード）
・申請書はＦＡＸ・Ｅメールでも提出できます。ただしその際は、必ず申請書の到達を契約課までお電話にてご確認ください（TEL０２６-２２４-７０３５）
・健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。

