
印西市公告第６５号 

地方自治法第２３４条第１項の規定により、制限付一般競争入札（事後審査型）を次のとおり

実施する。 

 令和３年７月８日 

印西市長 板 倉  正 直 

 

１ 事業概要 

（１） 事業名、納入場所 

 事 業 名 納 入 場 所 

① 印西市印旛学校給食センター給食用耐久消耗品購入 印西市印旛学校給食センター 

（印西市美瀬二丁目２番地） 

② 青色回転灯装着公用車の交換購入 印西市笠神２５８７ 

③ 令和３年度公用車の交換購入（その１） 印西市大森２３６４－２ 

④ 令和３年度公用車の交換購入（その２） 印西市大森２３６４－２ 

⑤ 令和３年度公用車の交換購入（その３） 印西市大森２３６４－２ 

⑥ 令和３年度印西市立小中学校管理備品購入 印西市立木下小学校 外１９校 

⑦ 令和３年度印西市立小中学校教材備品購入 印西市立木下小学校 外２０校 

⑧ 令和３年度印西市立小中学校音楽備品購入 印西市立木下小学校 外５校 

⑨ 令和３年度印西市立小中学校体育備品購入 印西市立木下小学校 外１７校 

⑩ 印西市立小中学校理科教材等備品購入 印西市立木下小学校 外２６校 

⑪ 【長期】印西市議会タブレット端末購入及び通信サ

ービス利用業務 

印西市大森２３６４－２ 

⑫ 【長期】印西市議会クラウド型会議システム導入業

務 

印西市大森２３６４－２ 

⑬ 令和３年度印西市災害用備蓄食料購入 印西市が指定する場所 

⑭ 令和３年度印西市消防団員用活動服等購入 印西市役所 

⑮ 令和３年度印西市消防団資機材購入 印西市役所 

 

２ 入札参加条件 

   入札参加を希望する場合の資格要件は、次のとおりである。 

（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者のほ

か、次のいずれかに該当する場合は参加することができない。 

・令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されていない者。 

・印西市建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止を当該事業の公告 

 の日から入札日までの間受けている者。 

・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。 

・当該事業の入札日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者。 

・会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所 

 からの更生手続開始決定がされていない者。 

・民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用申請した者で同法に基づく裁判所 



 からの再生手続開始決定がされていない者。 

・印西市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成１９年５月２日告示第９５号）の別表に 

 規定する措置要件に該当する者。 

（２）  案件ごとに別表に定める入札参加資格要件を満たす者であること。 

 

３ 入札参加資料の提出等 

   入札参加希望者は、別表に定める申請期間内に、電子入札システムにより申請すること。 

なお、「印西市電子入札システム運用基準」紙入札業者として認める場合の条件を満たす場

合に限り紙入札での参加を認める。その場合、申請期間内に提出書類（使用印を押印したも

の。申請書は２部）及び「紙入札方式参加届出書」を財政課に持参すること。このときの受

付は土曜日、日曜日、祝日を除く、午前９時から午後５時までとする（ただし、最終日につ

いては午前９時から午後２時までとする）。 

   ※「ちば電子調達システム」 

    https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/LPC0H00T_INIT_Action.do 

 

４ 設計図書等の交付 

   設計図書等は、別表に定める交付期間内に「ちば電子調達システム」入札情報サービスシ

ステムからダウンロードすること。 

 

５ 質問及び回答 

質問がある場合は、現場説明書に明記された方法により行うこと。質問締切までは何度で

も質問をすることができる。 

回答は「ちば電子調達システム」入札情報サービスシステムに随時、掲載する。 

なお質問ができる者は、別表に定める資格要件のうち「工種（業種）」「事業所の所在地」

の全てを満たす者とする。 

 

６ 入札及び開札 

（１） 入札期間 

 別表に定める。 

（２） 入札方法 

 ちば電子調達システム内の電子入札システムにより、入札金額を入力する。 

 落札決定に当っては、消費税及び地方消費税額を加算した金額（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るものとする。）をもって契約金額とするの

で、入札金額は税抜とすること。 

（３） 開札 

 別表に定める。 

 

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 

 別表に定める。 

（２） 事後審査書類の提出 



 落札候補者は、落札候補の通知があった翌日(土・日曜日、祝日を除く)午後２時までに、

別表に定める書類を電子メールまたはファクシミリにより財政課まで提出しなければな

らない。 

（３） 落札者の決定 

 本入札は入札参加資格の確認を開札後に行う事後審査型の一般競争入札であり、確認の

結果、入札参加資格がないことを確認した場合、次順位者を落札候補者として順次確認を

行い、入札参加資格のある者を確認できるまで行うものとする。 

 落札者決定後、速やかに、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。 

 

８ 契約の締結について 

   落札の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。契約にあたっては印西市ホー

ムページ掲載の「契約書作成の留意点について」を参照のこと。 

 

９ その他 

（１）  資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（２）  資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を

確認できない場合には、説明を求めることがある。 

（３）  入札参加者は、入札約款（印西市電子入札約款、印西市電子入札システム運用基準を含

む。）及び設計図書等を熟読し、入札に参加すること。 

（４）  電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合は、入開札日時を延期し、又

は紙入札への移行をすることがある。 

（５）  提出された申請書等は返却しない。なお、申請書等は、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）及び同法施行令（平成１３年政令第

３４号）等の規定により公表する場合を除き、公表し、又は無断で使用することはしない。 

（６）  電子入札システムの運用時間は、午前８時から午前０時とする。 

 

１０ 問い合わせ先 

事業概要、閲覧資料について 別表記載の事業担当まで 

申請・入札・事後審査書類の

提出、システム操作について 

財政課契約検査係 

電話番号       ０４７６－３３－４４０３ 

ファクシミリ番号   ０４７６－４２－７２４２ 

電子メールアドレス  keiyaku@city.inzai.chiba.jp 

 



印西市公告第６５号 別表① 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 印西市印旛学校給食センター給食用耐久消耗品購入 

納入場所 印西市印旛学校給食センター 

（印西市美瀬二丁目２番地） 

納期 令和３年１２月２４日 

概要 給食用食器 一式 

予定価格 １，１９０，１２０円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 厨房機器・浴槽設備（給食用食器） 

事業所の所在地（※１） 千葉県内本店若しくは年間委任を受けた支店等 

その他事業に必要な資格条件 修理、部品の提供等アフターサービスを納入先の求め

に応じて速やかに提供できる体制を有していること。 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

アフターサービス体制を有していることがわかる書類 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 
落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市教育部印旛学校給食センター 

（電話） ０４７６－９８－０４２９  （ファクシミリ） ０４７６－９８－０４４９ 

（電子メール）kyusyoku@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表② 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 青色回転灯装着公用車の交換購入 

納入場所 印西市笠神２５８７ 納期 令和４年１月３１日 

概要 青色回転灯装着公用車 １台 

予定価格 １，５１５，２００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 車両（軽自動車） 

事業所の所在地（※１） 千葉県内本店若しくは年間委任を受けた支店等 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市市民部本埜支所市民サービス課 

（電話） ０４７６－９７－１１１１  （ファクシミリ） ０４７６－９７－３２０５ 

（電子メール）mo-serviceka@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表③ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度公用車の交換購入（その１） 

納入場所 印西市大森２３６４－２ 納期 令和４年２月２５日 

概要 公用車の購入 

・軽自動車（貨物）バンタイプ ２台 

予定価格 ３，０７４，０００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 車両（軽自動車） 

事業所の所在地（※１） 千葉県内本店若しくは年間委任を受けた支店等 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市総務部管財課 

（電話） ０４７６－３３－４４０２  （ファクシミリ） ０４７６－４２－７２４２ 

（電子メール）kanzaika@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表④ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度公用車の交換購入（その２） 

納入場所 印西市大森２３６４－２ 納期 令和４年２月２５日 

概要 公用車の購入 

・小型自動車（貨物）バンタイプ １台 

予定価格 １，８８６，０００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 車両（貨物自動車） 

事業所の所在地（※１） 千葉県内本店若しくは年間委任を受けた支店等 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市総務部管財課 

（電話） ０４７６－３３－４４０２  （ファクシミリ） ０４７６－４２－７２４２ 

（電子メール）kanzaika@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑤ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度公用車の交換購入（その３） 

納入場所 印西市大森２３６４－２ 納期 令和４年２月２５日 

概要 公用車の購入 

・小型自動車（乗用）ワンボックスタイプ １台 

予定価格 ３，５１７，０００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 車両（乗用車） 

事業所の所在地（※１） 千葉県内本店若しくは年間委任を受けた支店等 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市総務部管財課 

（電話） ０４７６－３３－４４０２  （ファクシミリ） ０４７６－４２－７２４２ 

（電子メール）kanzaika@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑥ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度印西市立小中学校管理備品購入 

納入場所 印西市立木下小学校 外１９校 納期 令和３年１１月３０日 

概要 小・中学校で使用する管理備品の購入 

・管理備品 ３４品目 

予定価格 ４，２８５，０００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 家具・什器（スチール製家具・什器） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市教育部学務課 

（電話） ０４７６－３３－４７０４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－００３３ 

（電子メール）gakumuka@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑦ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度印西市立小中学校教材備品購入 

納入場所 印西市立木下小学校 外２０校 納期 令和３年１１月３０日 

概要 小・中学校で使用する教材備品の購入 

・教材備品 ４８品目 

予定価格 ２，６７２，８００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 書籍・教材（教材） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市教育部学務課 

（電話） ０４７６－３３－４７０４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－００３３ 

（電子メール）gakumuka@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑧ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度印西市立小中学校音楽備品購入 

納入場所 印西市立木下小学校 外５校 納期 令和３年１１月３０日 

概要 小・中学校で使用する音楽備品の購入 

・音楽備品 ８品目 

予定価格 １，０４４，０００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 書籍・教材（楽器） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市教育部学務課 

（電話） ０４７６－３３－４７０４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－００３３ 

（電子メール）gakumuka@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑨ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度印西市立小中学校体育備品購入 

納入場所 印西市立木下小学校 外１７校 納期 令和３年１１月３０日 

概要 小・中学校で使用する体育備品の購入 

・体育備品 ２９品目 

予定価格 ２，０８１，５００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 運動用品（体育器具） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市教育部学務課 

（電話） ０４７６－３３－４７０４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－００３３ 

（電子メール）gakumuka@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑩ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 印西市立小中学校理科教材等備品購入 

納入場所 印西市立木下小学校 外２６校 納期 令和３年１２月２４日 

概要 小・中学校で使用する理科教材等備品の購入 

・教材備品 ７０品目 

予定価格 ８，１６８，７００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 書籍・教材（教材又は理科実験機器） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市教育部学務課 

（電話） ０４７６－３３－４７０４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－００３３ 

（電子メール）gakumuka@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑪ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 【長期】印西市議会タブレット端末購入及び通信サービス利用業務 

納入場所 印西市大森２３６４－２ 納期 令和３年１２月２４日 

利用期間 令和４年１月１日から 

令和５年１２月３１日 

概要 ・議会用のクラウド型会議システムを導入するためのタブレット端末等の購入及び通信サービス

利用料 

タブレット端末 ２６台、タブレット端末用タッチペン ２６本、タブレットカバー ２６台 

タブレット端末利用料 ２４か月、携帯補償サービス ２４か月 

予定価格 ６，９８２，０４０円（税抜） 

・備品購入費 ４，２１７，７２０円（税抜） 

・通信運搬費 ２，７６４，３２０円（税抜） 

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 電算機・電算用品（パーソナルコンピュータ） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市議会事務局 

（電話） ０４７６－３３－４６１４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－５２９９ 

（電子メール）gikai@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 



印西市公告第６５号 別表⑫ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 【長期】印西市議会クラウド型会議システム導入業務 

納入場所 印西市大森２３６４－２ 納期 令和３年１２月２４日 

履行期限（業務委託） 令和４年３月３１日 

利用期間 令和４年１月１日から 

令和５年１２月３１日 

概要 ・議会のクラウド型会議システムの導入委託及びシステム使用料 

議会会議システム及びコミュニケーションツール２４か月分 

予定価格 １， ９６６，２００円（税抜） 

・使用料及び賃貸料 １，６６３，２００円（税抜） 

・業務委託 ３０３，０００円（税抜） 

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 電算機・電算用品（パッケージソフトウェア） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市議会事務局 

（電話） ０４７６－３３－４６１４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－５２９９ 

（電子メール）gikai@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑬ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度印西市災害用備蓄食料購入 

納入場所 印西市が指定する場所 納期 令和４年１月２８日 

概要 災害時に必要な備蓄食料一式を整備する 

予定価格 １１，６３９，２００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 消防・保安用品（非常食） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市総務部防災課 

（電話） ０４７６－３３－４４２８  （ファクシミリ） ０４７６－４２－７２４２ 

（電子メール）bousaika@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑭ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度印西市消防団員用活動服等購入 

納入場所 印西市役所 納期 令和３年１１月３０日 

概要 消防団員用活動服等の購入 

・印西市消防団員用活動服上下、裾上げテープ 

予定価格 ７，３３５，０００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 消防・保安用品（防火服・保護具） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市総務部防災課 

（電話） ０４７６－３３－４４０４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－７２４２ 

（電子メール）bousaika@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 



印西市公告第６５号 別表⑮ 

入札に関する事項 

１ 事業概要 

 

事業名 令和３年度印西市消防団資機材購入 

納入場所 印西市役所 納期 令和３年１０月３１日 

概要 消防団配備資機材の購入 

・消火等資機材、安全装備品 

予定価格 １，３９０，５００円（税抜）  

２ 入札参加条件 

 

資格要件 工種（業種）（※１） 消防・保安用品（消防ポンプ・ホース） 

事業所の所在地（※１） なし 

その他事業に必要な資格条件 なし 

３ 入札参加資料の提出等 

 申請期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）午後２時まで 

申請書類 入札参加資格確認申請書（別記第３号様式）、誓約書（別記第３号様式の２） 

４ 設計図書等の交付 

 縦覧期間 令和３年７月８日（木）午前９時から 令和３年７月２６日（月）まで 

５ 質問及び回答 

 質問 現場説明書に示すとおり 

 回答 現場説明書に示すとおり 

６ 入札及び開札 

 入札期間 令和３年８月６日（金）午前９時から 令和３年８月１０日（火）正午まで 

開札 令和３年８月１０日（火）午後１時３０分以降、公告の番号順に行う。 

入札者が一人の場合でも、落札決定を行う。 

７ 落札候補者、入札参加資格確認及び落札者の決定 

 

落札候補

者の決定 

予定価格の範囲内で、最低価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。 

 

事後審査

書類の提

出 

なし 

備考  

事業担当 印西市総務部防災課 

（電話） ０４７６－３３－４４０４  （ファクシミリ） ０４７６－４２－７２４２ 

（電子メール）bousaika@city.inzai.chiba.jp 

（※１）令和２・３年度印西市競争入札参加資格者名簿に登載されているもの。 

 


