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横浜市調達公告第84号 

特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

次のとおり指名競争入札を行う。 

平成16年５月11日 

契約事務受任者          

横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項  

(1) 件名及び数量     

電子申請・届出システムサーバ機等 一式の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 借入期間 

平成17年１月１日から平成17年３月31日まで 

(4) 借入場所 

横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければな

らない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められ

ている者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。     

(3) 平成16年５月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に係る指名を希望する者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成16年５月20日（ただし、引受証明書等は平成16年６月３日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

岩本 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することがで

きない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

調 達 公 告 
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平成16年５月11日から平成16年６月３日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課（市庁舎３階） 

      電話 045(671)2117（直通） 

(3) 交付方法 

有償（ 500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で

配付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で

交付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成16年６月22日午後１時10分 横浜市財政局契約部入札室 

    ただし、郵送による入札については、平成16年６月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

   横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Lease of Electronic Application / Notification System:1set 

  (2) Date of tender: 13:10 p.m., 22 June,2004 

  (3) Contact point for the notice: Second Contract 

Division,Finance Bureau,City of yokohama, 

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2248 

 
 

横浜市調達公告第85号 

特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

次のとおり指名競争入札を行う。 

平成16年５月11日 

契約事務受任者          

横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項  

(1) 件名及び数量 
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生活保護ＯＡ機器 一式の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 借入期間 

平成16年10月１日から平成17年３月31日まで 

(4) 借入場所 

横浜市福祉局生活福祉部保護課ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければな

らない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められ

ている者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。     

(3) 平成16年５月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に係る指名を希望する者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成16年５月20日（ただし、引受証明書等は平成16年６月３日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

岩本 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することがで

きない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

平成16年５月11日から平成16年６月３日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市福祉局生活福祉部保護課（関内駅前第２ビル３階） 

      電話 045(671)2404（直通） 

(3) 交付方法 

有償（ 500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で

配付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で

交付を受ける。 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 
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平成16年６月22日午後２時10分 横浜市財政局契約部入札室 

    ただし、郵送による入札については、平成16年６月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

   横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Lease of Social Security Service Computer System:1set 

  (2) Date of tender: 14:10 p.m., 22 June,2004 

  (3) Contact point for the notice: Second Contract 

Division,Finance Bureau,City of yokohama, 

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2248 

 

 

横浜市調達公告第86号 

   特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

 次のとおり指名競争入札を行う。 

   平成16年５月11日                                                          

契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

ＬＰＧ小型吸上車 ９台の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。                                     

(3) 借入期間 

    平成16年11月４日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

(4) 借入場所 

    横浜市環境事業局北部事務所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 納入方法 

   入札説明書による。 

(6) 入札方法 

    この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 
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２ 入札参加資格 

   入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければなら

ない。                 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められ

ている者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。 

 (3) 平成16年５月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。     

３ 入札参加の手続 

    入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載手続

を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。   

 (1) 提出書類及び提出部課 

    入札説明書による。 

(2) 提出期限 

      平成16年５月20日（ただし、引受証明書等は平成16年６月３日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      佐藤英明 電話 045(671)2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失 

  指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができ

ない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲覧

に供する。   

６ 入札説明書等の交付 

 (1) 交付期間 

   平成16年５月11日から平成16年６月３日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）                      

(2) 交付場所 

     〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地              

      横浜市環境事業局廃棄物適正処理部車両課 

      電話 045(441)8201（直通）                        

(3) 交付方法 

       有償（500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  (1) 日時 

  平成16年６月22日午後２時55分 

(2) 場所 

  横浜市財政局契約部入札室  

      ただし、郵送による入札については、平成16年６月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。       

８ 入札の無効                                               

    次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 
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  (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

    横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

    行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

  要する。                                 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  

  Lease of 9 Small-sized LPG(Liquefied Petroleum Gas) Night-soil Truck 

(2) Date of tender:２:55  p.m., 22 June, 2004 

(3) Contact point for the notice: Second Contract  

 Division, Finance Bureau, City of Yokohama, 

     1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017      

     TEL 045(671)2249 

 

 

横浜市調達公告第87号 

  特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

次のとおり指名競争入札を行う。 

平成16年５月11日 

                                               契約事務受任者 

                                                      横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

 ア  小型ごみ収集車（回転板式）（その４） ８台の借入 

 イ  小型ごみ収集車（破砕機式）      ７台の借入 

  ウ  小型ごみ収集車（回転板式）（その６） ７台の借入 

 エ  小型ごみ収集車（回転板式）（その７） ６台の借入 

オ  小型ごみ収集車（回転板式）（その８） ７台の借入 

(2) 物品の特質等 

 入札説明書による。                                     

(3) 借入期間 

  第１号アからオまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成16年10月20日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

 イ 平成16年12月１日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

 ウ 平成17年１月11日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

エ 平成17年２月２日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

オ 平成17年２月７日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

(4) 借入場所 

  第１号アからオまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

 ア 横浜市環境事業局車両課ほか４か所（詳細は、入札説明書による。） 
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 イ 横浜市環境事業局緑事務所ほか２か所（詳細は、入札説明書による。） 

 ウ 横浜市環境事業局保土ヶ谷事務所ほか４か所（詳細は、入札説明書による。） 

エ 横浜市環境事業局車両課ほか４か所（詳細は、入札説明書による。） 

オ 横浜市環境事業局旭事務所ほか６か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 納入方法 

    入札説明書による。 

(6) 入札方法 

    第１号アからオまでに掲げる物品ごとに入札に付し、第３号アからオまでに掲げる期間における賃借

料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければな

らない。                 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められ

ている者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。 

  (3) 平成16年５月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

  入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載手続

を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。   

  (1) 提出書類及び提出部課 

     入札説明書による。 

(2) 提出期限 

      平成16年５月20日（ただし、引受証明書等は平成16年６月３日）午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      佐藤英明 電話 045(671)2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失 

  指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することがで

きない。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

 (2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

 当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。   

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

   平成16年５月11日から平成16年６月３日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時まで）                      

(2) 交付場所 

    〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地              

      横浜市環境事業局廃棄物適正処理部車両課 

      電話 045(441)8201（直通）                        

(3) 交付方法 

   有償（500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交付

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

(1) 日時 
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   平成16年６月22日午後２時20分 

(2) 場所 

   横浜市財政局契約部入札室  

    ただし、郵送による入札については、平成16年６月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。       

８ 入札の無効                                               

   次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

  (2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

  (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

   横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

    行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

    要する。                                 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  

   ①  Lease of 8 Small-sized Garbage Trucks with Lifting and Pushing Plates(Part 4) 

    ② Lease of 7 Small-sized Garbage Trucks with Crushers 

③ Lease of 7 Small-sized Garbage Trucks with Lifting and Pushing Plates(Part 6) 

④ Lease of 6 Small-sized Garbage Trucks with Lifting and Pushing Plates(Part 7)  

⑤ Lease of 7 Small-sized Garbage Trucks with Lifting and Pushing Plates(Part 8) 

(2) Date of tender:２:20  p.m., 22 June, 2004 

(3) Contact point for the notice: Second Contract  

    Division, Finance Bureau, City of Yokohama, 

     1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017      

     TEL 045(671)2249 

 

 

横浜市調達公告第88号 

   特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

  次のとおり指名競争入札を行う。 

      平成16年５月11日                                                        

契約事務受任者 

                                                   横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

 ア ＣＮＧ小型ごみ収集車（回転板式）（その２） ８台の借入 

   イ ＣＮＧ小型ごみ収集車（破砕機式）      ６台の借入 

    ウ ＣＮＧ小型ごみ収集車（回転板式）（その３） ６台の借入 

(2) 物品の特質等 
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    入札説明書による。                                     

(3) 借入期間 

   第１号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    ア  平成16年12月８日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

   イ  平成16年11月10日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

   ウ  平成17年１月19日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書のとおり。） 

(4) 借入場所 

   第１号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

   ア  横浜市環境事業局南事務所ほか３か所（詳細は、入札説明書による。） 

   イ  横浜市環境事業局港北事務所（詳細は、入札説明書による。） 

   ウ  横浜市環境事業局磯子事務所及び港北事務所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 納入方法 

    入札説明書による。 

(6) 入札方法 

    第１号アからウまでに掲げる物品ごとに入札に付し、第３号アからウまでに掲げる期間における賃借

料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければな

らない。 

  (1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められて

いる者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。 

  (3) 平成16年５月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

    入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載手続

を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。   

  (1) 提出書類及び提出部課 

    入札説明書による。 

(2) 提出期限 

      平成16年５月20日（ただし、引受証明書等は平成16年６月３日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      佐藤英明 電話 045(671)2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失 

   指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができ

ない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲覧

に供する。   

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

    平成16年５月11日から平成16年６月３日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）                      

(2) 交付場所 

    〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地              

      横浜市環境事業局廃棄物適正処理部車両課 
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      電話 045(441)8201（直通）                        

(3) 交付方法 

      有償（500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

(1) 日時 

    平成16年６月22日午後２時40分 

(2) 場所 

    横浜市財政局契約部入札室  

   ただし、郵送による入札については、平成16年６月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。       

８ 入札の無効                                               

    次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札。 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

    横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

    行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

   要する。                                 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  

   ① Lease of 8 Small-sized CNG(Compressed Natural Gas) Garbage Trucks with Lifting and 

Pushing Plates(Part 2) 

    ② Lease of 6 Small-sized CNG(Compressed Natural Gas) Garbage Trucks with Crushers 

③ Lease of 6 Small-sized CNG(Compressed Natural Gas) Garbage Trucks with Lifting and 

Pushing Plates(Part 3) 

(2) Date of tender:２:40  p.m., 22 June, 2004 

  (3) Contact point for the notice: Second Contract  

  Division, Finance Bureau, City of Yokohama, 

     1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017      

     TEL 045(671)2249 

 

 

横浜市調達公告第89号 

特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

次のとおり指名競争入札を行う。 

平成16年５月11日 

契約事務受任者 
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横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

ア 小学校教育用コンピュータＡ 一式の借入 

イ 小学校教育用コンピュータＢ 一式の借入 

ウ 中学校教育用コンピュータ 一式の借入 

エ 高等学校情報処理教室設置教育用コンピュータ 一式の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 借入期間 

平成16年９月１日から平成17年３月31日まで 

(4) 借入場所 

第１号アからエまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 横浜市立末吉小学校ほか52校及び情報教育課（詳細は、入札説明書による。） 

イ 横浜市立南神大寺小学校ほか71校及び情報教育課（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 横浜市立市場中学校ほか36校及び情報教育課（詳細は、入札説明書による。） 

エ 横浜市立東高等学校ほか10校及び情報教育課（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

第１号アからエまでに掲げる物品ごとに入札に付し、第３号に掲げる期間における賃借料の総価に

より行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければな

らない。 

(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められ

ている者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。 

(3) 平成16年５月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に係る指名を希望する者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成16年５月20日（ただし、引受証明書等は平成16年６月３日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

岩本 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することがで

きない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

平成16年５月11日から平成16年６月３日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正
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午まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

〒231-0031 中区万代町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局学校教育部情報教育課（横浜市教育文化センター７階） 

電話 045(671)3734（直通） 

(3) 交付方法 

有償（ 500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で

配付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で

交付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

 (1) 第１項第１号のアからエまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成16年６月22日午後１時20分  

イ 平成16年６月22日午後１時30分  

ウ 平成16年６月22日午後１時40分  

エ 平成16年６月22日午後１時50分  

 (2) 場所 

   横浜市財政局契約部入札室 

ただし、郵送による入札については、平成16年６月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

   横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

  ①  Lease of Computers used for elementary school education Ａ:1set 

  ②  Lease of Computers used for elementary school education Ｂ:1set 

  ③  Lease of Computers used for junior high school education:1set 

  ④  Lease of Computers used for high school education:1set 

(2) Date of tender:  

  ①  13:20 p.m., 22 June,2004 

  ②  13:30 p.m., 22 June,2004 

  ③  13:40 p.m., 22 June,2004 

  ④  13:50 p.m., 22 June,2004 

(3) Contact point for the notice: Second Contract  
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   Division,Finance Bureau,City of Yokohama, 

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama,  

231-0017 TEL 045(671)2248 

 

 

横浜市調達公告第90号 

   一般競争入札の施行中止 

 平成16年４月13日発行第９号横浜市報調達公告版における調達公告第77号により公告した次の一般競争入

札について、入札の施行を中止する。 

   平成16年５月11日 

                                                               契約事務受任者 

                                                               横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 工事番号 

    ３００１ 

２ 工事件名 

    金沢木材港埋立宅地整備工事 

 

 

横浜市調達公告第91号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成16年５月 11 日 

 

                                  契約事務受任者 

横浜市助役 前 田 正 子 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ 横浜市立大学

金沢八景キャ

ンパスで使用

する電気 約 

7,012,194キ

ロワットアワ

ーの供給 

横浜市立大学

事務局総務部

総務課 

金沢区瀬戸22

番２号 

平成16年

３月19日

東京電力株式会社

東京都千代田区内

幸町１丁目１番３

号 

円

112,933,624

指名競争

入札 

平成16年 

２月４日 

－ 

 

 

横浜市調達公告第92号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成16年５月11日 



横浜市報調達公告版 

                                第１１号 平成 16 年５月 11 日発行 

                                                 

15

                                  契約事務受任者 

                                  横浜市衛生局長 渡 辺 興 三 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ がん検診委託

事業に係る電

算処理委託 

一式 

横浜市衛生局保

健部保健政策課

中区港町１丁目

１番地 

平成16年

4月１日

財団法人神奈川県

予防医学協会 

中区日本大通58番

地 

円

 37,934,820

随意契約  

 

 

   － 

政府調達

に関する

協定（平

成７年条

約第23

号）第15

条第１項

(ｂ) 

２ 基本健康診査

等電算処理業

務 一式 

同 同 同 

36,226,575

同    － 同 

３ 横浜市南部斎

場で使用する

電気約

2,095,600キ

ロワットアワ

ーの供給 

横浜市衛生局

生活衛生部環

境施設課 

中区港町1丁目

1番地 

平成16年

3月18日

東京電力株式会社

東京都千代田区内

幸町1丁目1番3号 

33,449,548

指名競争

入札 

平成16年

2月4日 

－ 

４ 横浜市北部斎

場で使用する

電気約

2,353,600キ

ロワットアワ

ーの供給 

同 同 同 41,949,663 同 同 

－ 

 

 

 

横浜市調達公告第93号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成16年５月11日 

                                            契約事務受任者 

横浜市市民局長 田中 克子 
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番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ 政策広報テレ

ビ番組「Ｈ

ｉ！横濱編集

局」の製作・

放送業務委託

（第一期）  

一式 

横浜市市民局 

広報相談部広

報課 

中区港町１丁

目１番地 

平成16年

４月１日

株式会社テレビ神

奈川 

横浜市中区山下町

６９番地の１ 

円

37,422,420

随意契約  

― 

政府調達

に関する

協定（平

成７年条

約第２３

号）第１

５条第１

項（ｂ）

 

 

 

 

横浜市調達公告第 94号                                       

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

平成 16 年５月 11 日 

                                                                契約事務受任者 

                                                       横浜市教育長 伯 井 美 徳 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ 横浜市教育情

報ネットワー

クシステム更

新導入業務委 

託 一式 

横浜市教育委

員会事務局学

校教育部情報

教育課中区万

代町１丁目１

番地 

平成16年

４月１日

東日本電信電話株

式会社西区みなと

みらい四丁目７番

３号 

          円

67,381,125

随意契約  

  － 

政府調達

に関する

協定（平

成７年条

約第23

号）第15

条第１項

（ｄ） 

 

 

横浜市調達公告第 95号 

特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 16 年５月 11 日 
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                      契約事務受任者 

                          横浜市収入役室長 富 永  修 

 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随意契約

の理由 

１ 受入済通知書

等による収納

データ作成委

託 一式 

横浜市収入役

室審査課 

中区港町１丁

目１番地 

平成16年

４月１日

株式会社富士通ワ

イエフシー 

神奈川区青木町４

番地の６ 

         円

140,804,804

随意契約      

 

 

－ 

政府調達

に関する

協定（平

成７年条

約第23

号）第15

条第１項

(d) 
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交通局調達公告第 4号 

特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

 次のとおり指名競争入札を行う。 

    平成 16 年５月 11 日 

横浜市交通事業管理者 

魚 谷 憲 治 

１ 競争入札に付する事項                                     

(1) 件名及び数量                                           

ア  軽油（７月～９月分）第１ブロック 約 2,747キロリットルの購入 

イ 軽油（７月～９月分）第２ブロック 約 2,352キロリットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成16年７月１日から平成16年９月30日まで 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(5) 一連の調達契約に関する事項 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 軽油（10月～12月分）第１ブロック 約 2,384キロリットルの購入ほか 

平成16年８月頃 

イ 軽油（１月～３月分）第１ブロック 約 2,306キロリットルの購入ほか 

平成16年11月頃 

  (6) 入札方法 

この入札は、１キロリットル（ 1,000リットル）当たりの単価により行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受けなければな

らない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（昭和52年８月交通局規程第12号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同

条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が認められている

者であること。 

(3) 平成16年５月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市交通局一般競争参加停止及び

指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該物品を確実に納入することが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載手続

を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成16年５月20日（ただし、供給保証書は平成16年５月27日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市交通局総務部財務課（関内中央ビル７階）         

村越 電話 045(671)3172（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

指名通知後、指名通知書を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができ

ない。 

交 通 局  
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(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、第３項第３号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで

閲覧に供する。 

６  入札説明書等の交付 

(1) 交付期間                                               

平成16年５月11日から平成16年６月３日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで及び午後１時から午後２時まで） 

(2) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 

(3) 交付方法 

有償（ 500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、前号に掲げる部課で配付する

納付書で、横浜市交通局指定の金融機関等に納付後、同号の部課において領収書の確認を受けた上で

交付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成16年６月22日午後２時 横浜市交通局総務部財務課入札室 

ただし、郵送による入札については、平成16年６月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

横浜市交通局契約規程第15条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払                         

行わない。 

(2) 契約金 

１箇月間の納入分について、納品検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他                                 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3）詳細は、入札説明書による。                        

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 2,747kl of gas oil 

② Purchase of approx. 2,352kl of gas oil 

(2) Date of tender: 2:00 p.m., 22 June, 2004 

(3) Contact point for the notice: Finance Division, 

Transportation Bureau, City of Yokohama, 

1-1  Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 

TEL 045(671)3172 


