
制限付一般競争入札の参加方法 

この入札は、参加要件を全て満たせば、参加を希望する者は自由に参加できる、入札書は

持参ではなく郵送する、予定価格（上限）が公表されている、入札結果をＨＰ上で公開する

など、しくみや手順などについても従来の指名競争入札とは異なります。また、参加を希望

しない場合においては、辞退届を提出する等の手続きは一切必要ありません。（入札を希望す

る場合のみ入札書を送付するなどの必要があります。） 
以下に全体の流れをまとめていますのでご確認ください。（３番以降の「クリックしてくだ

さい」はこのページからはリンクしていませんので、明石市ホームページ「入札コーナー」

にある、それぞれの部分をクリックしてご覧ください。） 
手順 場所 

１ 

 

「公告文」を確認 
 

この「参加方法」に続いて表示されます。 
※物品名や参加要件、納期限、予定価格などが記載されています。

２ 「仕様書」を確認 今回は「公告文」に続いて表示されます。 
※物品の詳しい規格等が記載されています。 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

「共通の注意事項」を確認 
 
 
 

 
※工事、コンサルタント業務、業務委託、物品全てに共通の注意事

項が記載されています。 

４ 「応募案内」を確認 

 
※物品全般に共通する参加手順などの詳細が記載されています。 
 

クリックしてください 

クリックしてください 



５ 「制限付一般競争入札におけ

るＱ＆Ａ（物品）」を確認 

 
 
 
※参加手順などでよくある質問が記載されています。ここに記載さ

れているもの以外の質問は直接財務室契約担当までお願いしま

す。なお、設計図書・仕様書等に関する質問は、質問期間中に「設

計図書等に対する質問書（物品用）」により、ＦＡＸにてお願いし

ます。 
６ 郵送直前に、当該物品に関す

る質問回答を確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※仕様書の解釈等について、見積りに影響があるような重要な内容

が含まれていることがあります。財務室契約担当に到着した入札

書は、全て回答日の午後１時以降に確認後記入されたとみなされ

ますので、入札書の記入、郵送前には必ずご確認ください。 

７ 提出書類をダウンロードし、

記入・押印 
 

 

 
 
※入札書の金額の記入については、公告文に予定価格が記載されて

いますので、絶対にこれを超えた金額の記入はしないでくださ

い。（指名停止の対象となりますので、見積金額が予定価格を超え

る場合は、入札をご遠慮ください。） 

 
クリックしてください 

クリックしてください 

クリックしてください 



 
流れは以上となります。 
次ページより、公告文が表示されますので引き続きご確認ください。 
 
 
 
 
 

８ 提出書類をそろえて封筒に入

れ、提出期間内に書留等郵便

局が配達した事実の証明が可

能な方法にて財務室契約担当

まで郵送 

※ 締切日必着ですのでご注意ください。 
※ 入札書を、参加申請書と共に角２封筒等のＡ４サイズが折らず

に入るものに封入し、封筒の表面に宛名シール(指定様式)を貼り

付けてください。（公告文で提出を求められている場合には納入

実績調書、契約書等の写しも同封してください。） 

９ 「参加確認書」を財務室契約

担当に FAX 
※ ８の郵送後すぐに、受領証（お客様控え）を添付して FAX 

（０７８－９１８－５１５３）してください。 

１０ 結果を確認  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 審査終了後、落札者には直接電話にて連絡します。 

クリックしてください 



１ 　対象物品
(１)
(２)
(３)
(４)
(５)

２ 　入札参加要件(参加者は、次のすべての要件に該当する者)
(１) 明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス)の物品の製造・売買の部に、契約の種類が

で登録されており、かつ、業種区分が
で登録されていること。

(２) 平成２４年４月１日から令和４年３月３１日までの間に国、地方公共団体又は、それに準ずる
機関（公社・公団・事業団等）の発注に係る「ごみ収集車（２ｔ以上のプレス式パッカー車）」の
売買契約または製造請負契約において、受注者として納入完了実績を有すること。（ごみ収集車用の
シャーシのみの契約実績は含まない。）

(３)   本市又は隣接する市町に整備工場若しくは指定工場があり、納車後の故障にも迅速に対応できる
体制が整っていること。

(４) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(５) 明石市契約規則第3条の規定に該当しないこと。
(６) 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）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
　 ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこ
　 の限りでない。

(７) 明石市の指名停止期間中でないこと。なお、公告日から開札日までに指名停止措置を受けた場合は、
参加資格を失うものとする。

(８) 公告日において納期限が到来している明石市税（※）を開札日の前日までに完納していること。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ徴収猶予の「特例制度」を受けているもの（猶予期限
　を過ぎていないもの）及び納付期限が延長されたもの（延長された納付期限を過ぎていないもの）
　を除く。

(９) 仕様書等の内容を熟知し、内容等を十分に理解した上で入札に参加できること。

３ 　仕様書についての質問及び回答
(１) 仕様書等に関して質問しようとする者は、下記期間内にファクシミリ(078-918-5153)により財務室
   契約担当へ質問書(指定様式)を提出してください。

(２) 質問に対する回答
 から明石市ホームページ（入札コーナー）において公表します。

４ 　入札参加申込み
(１) 参加を希望する者は、次に掲げる書類を角２封筒等のＡ４サイズが折らずに入るものに封入し、封

筒の表面に宛名シール（指定様式）を貼り付けて郵送してください。
ア 制限付一般競争入札参加申請書（指定様式）
イ 入札書（指定様式）
ウ 納入実績調書（指定様式）及び実績が分かる契約書等（写）
エ 「本市又は隣接する市町に整備工場若しくは指定工場があり、納車後の故障にも迅速に対応で

きる体制が整っていること」が確認できる書類（例：自社パンフレット等）
※様式は変更になる場合がありますので、明石市ホームページ（入札コーナー）「提出書類等様

制限付一般競争入札の実施について

明 財 第 1011 号
2022年(令和4年)4月12日

明 石 市 長 泉　房穂
(公印省略　財務室契約担当)

　制限付一般競争入札(郵便方式)を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及
び明石市契約規則（平成5年規則第10号）第5条の規定に基づき、下記のとおり公告する。

記

物 品 番 号 4F1001
物 品 名 ごみ収集車（３．５ｔプレス式パッカー車）
納 入 場 所 収集事業課（明石市大久保町松陰１１３８）
物 品 概 要 ３.５ｔプレス式パッカー車　１台
納 期 限 令和5年3月27日

車両 自動車

令和4年4月12日 から 令和4年4月19日 午後1時 まで

令和4年4月21日 午後1時



式」より最新のものをご利用ください。
(２) 封筒の提出については、持参は認めません。必ず、下記により書留等（簡易書留も可）の郵便局が

配達し、明石市が受領した事実の証明が可能な方法にて郵送してください。
ア に、明石市ホームページ（入札コーナー）に設計図書等に対

する質問及び回答を掲載しますので、必ずこれを確認の後、郵送してください。
イ 提出期限は、 （財務室契約担当必着）です。

(３) 入札に参加を希望する者は、郵便物提出日中に、財務室契約担当へ制限付一般競争入札参加確認書
　 （指定様式）をファクシミリ(078-918-5153)により提出してください。

５ 　開札日時及び場所
(１)  (予定)　※開札状況により前後します。
(２) 804会議室

６ 　入札保証金
免除

７ 　契約保証金
契約金額の10分の1以上を納付すること。ただし、明石市契約規則第25条に該当する場合は免除等
する場合がある。

８ 　消費税の取扱い
入札金額は、契約希望金額の110分の100で記載してください。（税抜で記載）
契約締結に際しては、落札金額に10％を加算した額で契約を行います。
なお、１円未満の端数は、この金額において切り捨てます。

９ 　予定価格(税抜)
円

※予定価格を超える金額で入札を行った場合は、指名停止基準に基づき措置します。

10 　暴力団排除に関する誓約書の提出について（契約締結時の注意事項）
明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第5条第1項の規定により、落札決定者は契約締結
時までに、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を提出していただきます。
契約締結期限までに当該誓約書が提出されていない場合には契約を締結しません。
この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、
入札参加者の負担となりますのでご注意ください。
また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第2第8項第10号アの規定により、指名停止措置（3ヵ月）
を行います。

11 　契約条項等を示す場所
明石市契約規則、明石市物品売買契約約款、明石市製造請負契約約款、応募案内、入札のしおり等
については、財務室契約担当及び明石市ホームページ（入札コーナー）において閲覧することができ
ます。

12 　入札に関する条件
(１) 入札書が所定の日時までに到着していること。
(２) 入札者が同一事項について２通以上した入札でないこと。
(３) 入札者の記名押印があり、入札内容が明確であること。
(４) 入札金額が明確であること及び入札金額が訂正されてないこと。
(５) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札でないこと。

13 　無効とする入札
(１) 入札に参加する者としての必要な資格のない者の行った入札
(２) 虚偽の申請により資格を得た者の行った入札
(３) 入札に関する条件に違反した入札

14 　資格審査及び落札決定について
(１) 開札場所においては、一旦全件保留とし、参加要件について事後審査を行います。
(２) 資格審査については、最低価格入札者から順次行い、審査の結果、参加要件を満たしていることが

確認できた時点で落札決定を行います。
(３) 入札結果は、明石市ホームページ（入札コーナー）にて掲載します。
(４) 落札者の決定は、令和4年5月9日(月)以降に行う予定です。

場　所

7,727,272

令和4年4月21日 午後1時

令和4年4月26日

日　時 令和4年4月28日 午前10時40分



15 　その他
(１) 明石市法令遵守の推進等に関する条例（平成22年条例第4号）に定める不当要求行為等を行った場合

においては、明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。
(２) この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の業

者登録一覧表で業者コード等を確認した上で、申し込んでください。
(３) 提出書類等に不備がある場合は無効となるので、この物品の入札に参加を希望する方は、事前に必

ず明石市ホームページ（入札コーナー）掲載の「制限付一般競争入札共通の注意事項」及び「制限
付一般競争入札の応募案内（物品 郵便方式）」を確認した上で、申し込んでください。

(４) 入札参加の際に提出を必要とする書類等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明した場合には、
明石市入札参加者等指名停止基準により措置されます。

(５) 最低価格入札者であっても、資格審査において必ずしも落札者とならない場合があります。
この場合において、入札等に要したすべての費用について、明石市に請求することはできず、入札
参加者の負担となりますのでご注意ください。

(６) 明石市内に本店を有するか、明石市内の支店等に権限を委任している個人事業主が入札参加
する場合、明石市税の納税状況確認のため、個人事業主が居住する住所地を開札日当日に確認
することがありますので、ご留意ください。



 

制限付一般競争入札（郵便方式）の事務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公告文等のホームページ掲載 

令和 4 年 4 月12 日(火) 

仕様書等に対する質問書 Fax 受付 

令和 4 年 4 月12 日(火)～令和 4 年 4 月19 日（火）午後1 時 

質問に対する回答の明石市ホームページ公表 

令和 4 年 4 月21 日（木)午後1 時 

① 参加確認書Fax 受付 

② 入札書等、書留等郵便受付 必着期限：令和4 年4 月26 日(火）

開札 

令和 4 年 4 月28 日(木)午前10 時４０分～ 

明石市役所 本庁舎 8 階 804 会議室 

開札結果の明石市ホームページ公表 

令和 4 年 5 月9 日(月) (予定) 

物品売買契約締結 

令和 4 年 5 月13 日(金) 



○制限付一般競争入札等におけるＱ＆Ａについて 

入札参加希望者は、必ず事前に明石市役所ホームページの「入札コーナー」に掲載

している制限付一般競争入札の「共通の注意事項」、「応募案内」、「Ｑ＆Ａ」の内容を

ご確認ください。（随時更新を行っておりますので、最新のものをご確認ください。） 

 

○同額応札（くじ引きの執行）があった場合の取扱いについて 

平成２０年１月３１日の開札分より、郵便方式において同価の入札があった場合の

くじの執行方法を下記のとおり変更しています。 

くじの対象となった同価の入札をした者の資格審査を、封筒に同封された提出書類

を含めて、くじを執行する前に行い、入札参加要件を満たすと決定した「有効な同価

の入札者」を対象にくじを執行します。 

 くじの執行についての電話連絡を、①「有効な同価の入札者」に対しては、くじの

執行日時、②「無効な同価の入札者」に対しては、入札が無効となった理由（くじに

参加できない理由）及び入札結果に無効の理由が表記されることを伝えます。 

 「有効な同価の入札者」によるくじの執行に際しては、代表者あるいは代表者から

の委任状を持った代理人の出席が必要となります。なお、指定した日時に代表者等が

出席できない場合は、当該入札事務に関係のない市職員が代理人となりますので、ご

留意ください。（くじの辞退はできません。） 

 

○ 暴力団員等に該当しない旨の確認手続きについて 

    平成 27 年 7 月 1 日以降、明石市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第５条第１ 

項の規定により、契約金額が２００万円を超える場合には契約締結期限までに自らが暴力

団等に該当しない旨等を記載した暴力団排除に関する「誓約書」の提出が必要となります。

提出されていない場合には契約を締結しません。 

    この場合において、入札・契約等に要したすべての費用について、明石市に請求するこ

とはできず、入札参加者の負担となりますのでご注意ください。 

    また、明石市入札参加者等指名停止基準別表第２第８項第１０号アの規定により、指名

停止（３か月）を行います。 

 

○明石市税の納税状況の確認について 

納税状況の確認は 税務室納税課 TEL(078)918-5016 までお願いします。 

 

 

 

※その他、公告文記載内容を充分にご確認ください。 



ごみ収集車（3.5t プレス式パッカー車）仕様書（新車） 

 

第１ 総則 

１ 本仕様書、及び別添「ごみ収集車（３．５ｔプレス式パッカー車）特記仕様書（以下「特

記仕様書」という）」は、明石市市民生活局環境室収集事業課が新規購入するごみ収集車（プ

レス式パッカー車）｛以下「車両」という。｝について必要な事項を定める。 

 

２ 車両は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）及び道路運送車両の保安基準（昭

和２６年運輸省令第６７号）に適合していること。 

 

３ 受注者は契約締結後、当課と詳細な協議を行い、承諾を得たのちに製作に着手すること。

その際に、車両の完成予想図面を提出すること。 

 

４ シャーシ部分又は、架装部分を外注する場合は、平成２４年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に国、地方公共団体又は、それに準ずる機関（公社・公団・事業団等）の

発注に係る「ごみ収集車（２ｔ以上のプレス式パッカー車）」の納入完了実績を有する者に

外注すること。 

  なお、外注先事業者については、契約締結後７日以内に別添様式１「外注届出書」に必

要事項を記入の上、当課に届け出、承諾を得ること。 

 

５ 本仕様書、及び別添特記仕様書に記載する事項の解釈は、全て当課の解釈によるものと

する。疑問が生じた場合及び細部については当課に連絡、承諾又は指示を受けること。 

 

６ 受注者は塗装工程前に当課職員の立会いのもと中間検査を行うこと。 

 

７ 登録手続き、諸経費の取り扱いは以下のとおりとする。 

（１） 関係官公署での受検・登録等は、受注者が手続きを行うこと。 

（２） 自賠責保険、自動車重量税、自動車リサイクル料金については、見積金額に含まない

ものとし、別途、請求をすること。その他一切の諸経費については、見積金額に含む

ものとする。 

 

８ 購入台数、納期、納入場所については、以下のとおりとする。 

（１） 購入台数：３．５ｔプレス式パッカー車 １台 ※過去において未登録のものとする。 

（２） 納  期：２０２３年３月２７日（月） 

（３） 納入場所：明石市大久保町松陰１１３８ 収集事業課 

 

第２ 補則 

１ 完成車両の保証期間以後であっても、設計不良、施工不良により不都合が生じた場合は

無償で部品の取替え、修理を行うこと。 

 



２ 付属部品に係る金額の明細書を納車時に当課へ提出すること。 

 

３ 燃料は満タンで納車すること。 

 



ごみ収集車（3.5t プレス式パッカー車）特記仕様書 

 

 本書は、明石市市民生活局環境室収集事業課が新規購入するごみ収集車（プレス式パッ

カー車）の詳細について定めるものである。 

 

１．シャーシに関すること 

 当該車両に使用するシャーシは、次に定める規格に適合し、かつ仕様書に記載する装備

品、積載品を装備するのに も適したシャーシであること。 

（１）140PS 以上のディーゼルエンジンであり、平成 22 年排出ガス規制に適合しているこ

と。ミッションは、オートマチックトランスミッション車（セミオートマチック可）

であること。 

（２）サイズ（架装含む） 

   （ア）全長 5,920mm 以下 

   （イ）全幅 2,200mm 以下  

   （ウ）全高 2,550mm 以下  

   （エ）総重量 8,000kg 未満 

（３）ハイルーフキャビン（３人乗務に適した広さを確保すること） 

（４）スチールラジアルタイヤ（後輪部ダブルタイヤ） 

（５）排気ブレーキ付き 

（６）右ハンドル、パワーアシスト付き 

（７）集中ドアロック 
（８）パワーウィンド 
（９）ＰＴＯ 

   （ア）ボタン式ＰＴＯ 

   （イ）ハンドルの右側に設置すること。 

   （ウ）ＰＴＯスイッチを入れるとハザードランプが点滅すること。 

（10）座席シート 

   （ア）中央座席にはヘッドレスト、及び２点式シートベルトをつけること。 

   （イ）運転席及び助手席のシートベルトは３点式であること。 

   （ウ）シートに厚手のビニールカバーをつけること。 

   （エ）エンジンの熱が座席に伝わりにくい構造にすること。 

（11）運転席からの乗降を安全にすること。 

   （ア）乗降用ステップが大きく低い位置にあること。 

   （イ）運転席及び助手席の前には、乗降用グリップをつけること。 

   （ウ）左右両フェンダー上部に滑り止め対策を行うこと。 

（12）付属装置 

   （ア）エアコン（オールシーズンエアコン） 



   （イ）ラジオ （AM・FM） 

   （ウ）左折後退音声アラーム装置（ヘッドライトをつけても音声アラームは鳴るよ

うにする。また、音声アラーム ON・OFF の切り替えスイッチはなくすこと） 

   （エ）電動可倒式サイドミラー（運転席側と助手席側の両方）、アンダーミラー及び

助手席乗降時確認用ミラー 

   （オ）非常用信号器具（信号旗、発煙筒、三角停止表示板） 

   （カ）サンバイザー及びサイドバイザー 

   （キ）フロアマット 

   （ク）フォグランプ 

（13）燃料タンクは標準仕様とする。ただし、積載量を確保するために小型の燃料タンク

へ変更することは認める（変更の場合は、事前に収集事業課へ連絡すること）。 

（14）その他は標準仕様とする。 

 

２．架装に関すること 

（１） 積み込み方式 圧縮押込み式 

（２） 排出方式   排出板押出し式 

（３） 架装容量   5.8 ㎥以上 

（４） 大積載量  2,800kg 程度（下限は－50kg、上限は制限なし）   

（５） 架装の構造 

   （ア）荷箱の胴は角胴であること。 

   （イ）荷箱天板上に水滴が溜まらないようにすること。 

   （ウ）荷箱全体を後傾斜させることにより、汚水や洗浄水が後方へ流れるようにす

ること。 

   （エ）下地塗装はカチオン電着塗装とする。 

   （オ）ホッパ底板は６㎜以上の高張力鋼板であること。 

   （カ）テールゲート左右の上側のみにカバーを取り付け、ハッカーで開閉できるこ

と。 

   （キ）グリス注入は全て外部から容易にできること。 

   （ク）給脂が困難な箇所はパイプで延長し、給脂作業が容易にできるようにするこ

と。 

   （ケ）給脂箇所には明確な表示をすること（塗装が青地の箇所には赤矢印、黒地の

箇所には黄色矢印で表示）。 

   （コ）グリスニップルは破損し難い場所、構造にすること。 

   （サ）積込作業時に危険物、汚水の飛散を防止するため、プレスプレートにゴム板

を設置すること。 

   （シ）テールゲート内に配置される配線には耐火保護を施すこと。 

   （ス）投入口の高さは、地上から概ね 83 ㎝以下とすること。但し、85 ㎝を超えない

こと。 



   （セ）「積込」ボタンの他に、単独「下降」「上昇」「反転」ボタンを設置すること。 

   （ソ）積込方式は連続サイクル式と単サイクル式の切り替えができること。 

   （タ）緊急停止スイッチを投入口左右及び下部（棒状の物）の３箇所に設置するこ

と。 

   （チ）プレスプレート及びテールゲートの位置検出用装置には無接点近接スイッチ

を使用すること。 

   （ツ）荷箱の後部に、降下防止スイッチを設け、スイッチを入れると運転席でのテ

ールゲート開閉などの排出作動ができなくすること。また、キャビン内操作

パネルに表示ランプを取り付けること。 

   （テ）テールゲート開閉用のシリンダーは単動式または複動式を使用し、安全棒を

セットした状態で閉作動しても安全棒が壊れないようにすること。 

   （ト）テールゲート開閉時に警告音が鳴るようにすること。 

   （ナ）テールゲートが開いた状態で故障しても、テールゲートが急に閉まらないよ

うな安全装置を取り付けること。 

   （ニ）テールゲートが閉まる時の衝撃をやわらげるため、クッション機能を取り付

けること。 

   （ヌ）荷箱の前方部分及びテールゲートの左右にタオルを掛けるための金具を取り

付けること。 

   （ネ）スライドカバーはステンレス製とする。 

   （ノ）テールゲート内の高圧ホースには飛散防止用カバーを取り付けること。 

   （ハ）作動油の量が外部から容易に確認できること。 

   （ヒ）排気管は積込作業に支障のないよう配慮して施工すること。 

   （フ）荷箱から汚水が漏れないような構造にすること。 

   （ヘ）汚水タンク側面はステンレスのこと。 

   （ホ）汚水パッキンは交換が容易にできること。 

   （マ）荷箱後端下部に積荷が車体の内側に入り込まないよう、後輪内側タイヤの幅

に合うようにステンレス製の防護板を設置すること。 

   （ミ）荷箱上部に２箇所、消火用ハッチを取り付けること。 

   （ム）キャビン後部のスペアタイヤキャブ並びにスペアタイヤは不要。 

 

（６）付属装置  

   （ア）車輪止め２個を車両左右に各 1個ずつ設置すること。 

   （イ）熊手（本市指定）の格納用金具を設置すること。（128 ㎝×22 ㎝） 

   （ウ）手箕（本市指定）の格納用金具を設置すること。（50 ㎝×50 ㎝×20 ㎝） 

   （エ）清掃用具（本市指定のほうき、ちりとり）の格納用器具を設置すること。 

   （オ）車載用消火器は、ヤマト製 10 型とモリタ製ゲージつき強化液消火器３型（荷

箱右前部角）を車両に各１個ずつ取り付け、簡単に取り外しができる構造に

すること。 



   （カ）車載用バックカメラ（十分な防水加工が施されていること）を設置し、ルー

ムミラーを外した上でその位置にモニターを設置すること。 

   （キ）設置するモニターは、ドライブレコーダー機能一体型の製品とすること。導

入する製品は、市光工業㈱製［バックカメラ KC-450A、モニターSTR200］、ま

たは同等品のもの。ただし、ビューアーソフト（STR-200 PC Viewer）による

記録データの確認ができるものに限る。 

 

（７）塗装、文字、イラスト（詳細については当課と協議すること） 

   （ア）ボディは関西ペイント№383 セルリアンブルーと同色とすること。 

  シャーシ下部は関西ペイント№580 ライトスカーレットと同色とすること。 

  （ホイール部分の塗装はなし） 

   （イ）文字 荷箱の左右に白丸ゴシック体（10 ㎝×10 ㎝）で「明石市環境室」と記

入すること。（他の文面については、別途指示あり。） 

      車両の前後左右に車体番号を記入すること。（高さ=16 ㎝）また、前後に（16

㎝×40 ㎝）「作業にご協力ください」、前面に（15 ㎝×25 ㎝）「ライト点灯中」

シールを貼ること。（「作業にご協力ください」、「ライト点灯中」のシールは

当課が用意したものを貼ること。） 

   （ウ）イラスト 荷箱の左、右、後部分に 50 ㎝×50 ㎝、前部分に 20 ㎝×20 ㎝で「明

石市環境室のキャラクター」をフルカラーでラッピングすること。（当課が用

意する画像データを使用すること。） 

       ※ 別紙、当課保有車両の写真を参考にしてください。 

       ※ 文字・イラストの指定している大きさについては、記入する余白が確

保できない場合に変更を認める（変更の場合は、事前に収集事業課へ連

絡すること）。 

 

（８）その他は標準仕様とする。 

 

 



様式１ 
 

外 注 届 出 書 
 
 

令和   年   月   日 
 
 明石市長 様 
 

（届出者）              
住  所             
名  称             
代表者名             

 
 
 令和   年   月   日付けで契約を締結した物品売買契約【ごみ収集車（３．５

ｔプレス式パッカー車）】について、下記のとおり外注いたしますので、届け出いたします。 
 
 

記 
 
 １．外注予定事業者 
    ①住所： 
    ②名称： 
 
 ２．外注内容        
 
 ３．外注理由        
 
 ４．外注予定事業者実績   
    （仕様書 第１－４関係） 

以上 
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