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横浜市調達公告第114号                                     

      特定調達契約に係る一般競争入札の施行          

 次のとおり一般競争入札を行う。               

                               

      平成16年６月８日                                       

                                                契約事務受任者        

        横浜市助役 清 水 利 光  

１ 競争入札に付する事項                                    

 (1) 工事名                                                 

   金沢下水処理場汚泥焼却１号炉設備工事          

 (2) 工事場所                                               

   金沢区幸浦一丁目９番地                 

 (3) 工事概要                                               

   処理能力200ｔ／日-ＷＢ（ウエットベース。以下同じ。）の汚泥焼却炉設備の製造及び設置を行う。 

  ア 当該工事概要                     

      (ｱ) 循環型流動焼却炉（200ｔ／日-ＷＢ） １基     

      (ｲ）集塵装置 １基                   

   (ｳ）定量供給ホッパ 一式                  

   (ｴ）灰ホッパ ２基                   

   (ｵ）廃熱回収設備 一式                  

   (ｶ) 各種ファン類 一式 

   (ｷ）煙突 １基                     

  イ 全体予定工事概要                   

      (ｱ) 循環型流動焼却炉（200ｔ／日-ＷＢ） １基     

      (ｲ）集塵装置 １基                   

   (ｳ）定量供給ホッパ 一式                  

   (ｴ）灰ホッパ ２基                   

   (ｵ）廃熱回収設備 一式                  

   (ｶ) 各種ファン類 一式 

   (ｷ）煙突 １基                     

   (ｸ) 給排水設備 一式 

   (ｹ) 脱臭設備 一式 

 (4) 工種                                                   

   機械器具設置                                        

 (5) 完成期限                                               

   平成19年３月15日                                       

 (6) 予定価格                      

   2,962,040,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）  

 (7) 調査基準価格 

   2,517,734,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 (8) 当該工事は入札時ＶＥ方式試行対象工事である。 

 

２ 入札参加資格                                             

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件をすべて満たした単体企業で、かつ、入札参加資格

の確認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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において「機械器具設置」に登録を認められている者

 調 達 公 告 
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であること。 

 (3) 平成16年６月22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一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 平成６年４月１日から当該工事の入札参加資格確認申請書類の提出までの間に完成した、汚泥ケーキ

100ｔ／日-ＷＢ以上の処理能力を有する流動焼却炉設備工事の元請としての施工実績を有し、かつ、

同設備は１年以上の稼働実績を有すること（共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が10

分の２以上のものに限る。）。 

(5) 平成６年４月１日から当該工事の入札参加資格確認申請書類の提出までの間に完成した、汚泥ケー

キを処理する流動焼却炉設備工事の施工実績を有し、かつ、機械器具設置に係る監理技術者資格者証を

有する者又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者を施工現場に専任で配置

できること。 

(6) (5)に掲げる者は直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該工事の入札参加資格確認申請書類

の提出日において雇用期間が３か月間経過した者でなければならない。 

 (7) 平成６年４月１日から当該工事の入札参加資格確認申請書類の提出までの間に完成した、汚泥ケーキ

を処理する流動焼却炉設備工事の設計実績を有する者を設計担当技術者として配置できること。 

３ 入札参加の手続                                           

    当該工事の入札に参加しようとする者（前項第２号に定める登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行う者を含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。 

 (1) 提出書類                                               

   入札説明書による。                                     

  (2) 提出部課                                               

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地                       

    横浜市財政局契約部契約第一課工事第三係（関内中央ビル２階） 

     電話 045(671)2244                                   

 (3) 提出期限                                               

   平成16年６月22日午後５時                           

 (4) 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一課工事第一係（関内中央ビル２階） 

    電話 045(671)2246                                   

４ 入札参加資格の喪失                                       

   入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者が、次のいずれか

に該当するときは、当該工事に係る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                               

  当該工事に係る入札説明書等は、第３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) 入札説明書及び入札時ＶＥ実施要領書の交付期間及び交付方法                       

   平成16年６月８日から平成16年６月25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）の間に第３項第２号に掲げる部課において無償で交付する。 

 (2) 設計図書購入手続                                

   入札説明書に定める方法により購入すること。       

７ 入札及び開札                       

 (1) 入札及び開札の日時及び場所等                           

     平成16年８月６日午前９時30分（受付開始午前９時15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８月５日までに横浜市役所内郵便局に必着のこと。 

 (2) 入札参加者は、所定の入札書を用いて入札に参加すること。 

  (3) 入札書の裏面の工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載することとし、工事費内訳



横浜市報調達公告版 

                                第 15 号 平成 16 年６月８日発行 

                                                    

                        
4

書の合計金額と入札金額は一致させること。 

８ 入札の無効                                               

  次の入札は、無効とする。                                 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札             

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 郵送により入札書の提出を行う場合に、入札説明書に定める方法によらない入札             

 (5) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は前項第３号の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 

 (6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

 (7) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

９ 落札者の決定                                             

  第１項第６号に定める予定価格の制限の範囲内で 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。ただし、落札者となるべき者の入札価格が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、

その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、 低の価格をも

って入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金                                 

 (1) 入札保証金                                             

   免除する。                                             

 (2) 契約保証金                                             

   要求する。 

11 契約金の支払方法                                   

 (1) 前払金                                                 

   各年度出来高予定額の10分の４以内の額を支払う。         

 (2) 契約金は、別に定める契約期間中の各会計年度の支払限度額等の範囲内で出来高に応じて支払う。 

 (3) 契約金の部分払いの回数は、２回以内とする。             

12 その他                                                   

 (1) 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) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結

する予定の有無 

   有                                                     

 (4) 当該工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該

当しない。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (6) 詳細は、入札説明書及び入札時ＶＥ実施要領書に定めるところによる。 

13 Summary                                                  

 (1) Subject matter of the contract: Equipment Construction of the No.1 Sludge Incinerator for 

Kanazawa Wastewater Treatment Plant 

 (2) Date of tender: 9:30 a.m., 6 August, 2004         

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

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

    TEL 045(671)2244                    

 

 

横浜市調達公告第 115 号 

一般競争入札の施行 
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次のとおり、工事番号３０９０番から３０９２番の計３件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成16年６月８日 

 

契約事務受任者 

横浜市助役  清 水 利 光 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日において次に掲げる資格をすべて満たしていなければならない。 

(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

項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有する

者であること。 

(2) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 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一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2) に定める手続により購入した者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市工事

請負等競争入札参加者心得及び横浜市工事請負等に関する郵便入札試行要綱等に定めるところによる。 

 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。 

(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に工事ごとに定める工事担当課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成 16 年６月 11 日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

 

３ 入札及び開札の方法等 

 (1) 開札の日時及び場所は、工事ごとに定める。 

(2) 入札書は、設計図書の販売とあわせて交付する所定の用紙を用いること。 

(3) 入札書の提出は、郵送によることとする。郵送以外の方法は認めない。 

(4) 入札書は、工事ごとに定められた開札日の前日までに横浜市役所内郵便局に到達するよう書留郵便

により郵送しなければならない。 

(5) 入札書の提出は、二重封筒を用いて次のとおり行うこと。 

ア 入札書及び内訳書は内封筒に入れ封かんすること。また、共同企業体による入札の場合は、共同

企業体兼委任状を併せて内封筒に入れること。 

イ 内封筒には、表面に入札件名のほか「横浜市財政局契約第一課長あて」及び「親展」と記載し、

裏面に入札者名及び連絡先のほか開札日を記載すること。 

ウ 外封筒には、表面に「入札書在中」と朱書きし、郵送のあて先は、「〒231-0017 横浜市役所内郵

便局留 横浜市財政局契約第一課長あて」とすること。また、裏面には入札者名及び連絡先を記載

すること。 

(6) 到達した入札書は、撤回又は差し替えをすることができない。 

(7) 入札書の裏面の工事費内訳書には、当該工事に対応する内容の内訳を記載することとし、工事費内

訳書の合計金額と入札金額は一致させること。 

(8) 合併入札の場合には、入札書にすべての工事件名を記載し、金額はすべての工事の合計金額を記載

すること。 

(9) 特定建設共同企業体が入札を行う場合は、入札書に共同企業体名、共同企業体の代表構成員の所在
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地、商号又は名称及び代表者名を記載して入札を行うこと。 

(10)入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入

札がないときは、当該入札を不調とする。 

 (11)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の５に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするの

で、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

(12)入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち

会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) ３(3) から(5) までに定める方法によらない入札 

(4) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(7) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 

(5) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 

(6) 建設共同企業体の構成員となっている者が、同一の入札において単体又は他の建設共同企業体の構

成員として入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(7) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（以下

「落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(3) ア (2) において、当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、そ

の者を落札者とし、その旨通知する。落札者以外の入札参加者については、入札の結果を一般の閲

覧に供することをもって通知に代えるものとする。 

イ (2) において、当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その

者の入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち

低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(2) の入札参加資格の確認を行う。以

後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

(4) (2) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開

札日（(3) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午

後５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類

等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でな

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

(5) (3) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、

当該落札候補者に通知する。 

(6) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(2) の入札参加資格の

確認とあわせて、横浜市低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(7) (6) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とす

る。 

(8) (6) の調査にあたっては、当該落札候補者は、横浜市低入札価格取扱要綱に定める書類を、開札日

（(7)で新たに落札候補者となった者の入札価格が(6) に該当する場合は、提出を求めた日）から翌開

庁日の午後５時までの間に提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記期

間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(7) に該当するものとし当該落札候
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補者を落札者としないものとする。 

(9) (2) の入札参加資格の確認の結果（(6) の調査を行った後、落札者としない者があった場合はその

者を除いた結果）、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引

かせて落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、

その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員をしてくじを引かせ落札者を決定するものとする。 

(10)開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置

要綱第２条第１項に該当した場合には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をも

って入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条及び第

28 条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払い

の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「有り（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお

いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「有り（各年）」とある場合には、契約で定める各

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

 

８ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付さなければならない場合には、工事ごとに明示す

る。 

(4) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(5) 配置技術者の届出後、当該工事が竣工するまでの間に配置技術者の変更があった場合は、所定の様

式により、すみやかに届け出ること。この場合、１に定める入札参加資格を満たす者を配置しなくて

はならない。 

(6) 必要と認めるときは開札を中止することがある。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則、

横浜市工事請負等競争入札取扱要綱、横浜市工事請負等競争入札参加者心得及び横浜市工事請負等に

関する郵便入札試行要綱等に定めるところによるものとする。 
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工 期

予 定 価 格

工 事 担 当 課

設計図書の購入先・申込期限

入

札

参

加

資

格

登 録 工 種

格 付 等 級

登 録 細 目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

契 約 担 当 課

開 札 日 時

開 札 場 所

支 払 い 条 件

注 意 事 項

工 事 番 号

工 事 件 名

施 工 場 所

工 事 概 要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

港湾構造物工事

市内又は準市内

土木に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

か月間経過した者でなければならない。

当該技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、入札日において雇用期間が３

技術適性リストの〔港湾〕地盤改良工ａ区分に登載されている者であること。

サンドコンパクションパイル打設工（Ｌ＝１５．７ｍ）Ｎ＝６８８本　サンドコンパクシ

ョンパイル打設工（Ｌ＝１３．５ｍ）Ｎ＝８６０本　敷砂工（ｔ＝２．０ｍ）Ｖ＝３１，

３６０㎥（ＮＥＴ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

契約の日から平成１７年　３月１８日まで

　　　８４１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

提 出 書 類

①設計図書代金領収書（写）　②配置技術者（変更）届出書

（工事経験欄に海上から施工する地盤改良工事の施工経験を記入すること。）

③監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者

前金払 する（一括） 部分払 しない

調 査 基 準 価 格

所在地区分

平成１６年　７月　６日　（火）　午前１０時００分

横浜市中区港町１丁目１番地　財政局契約第一課入札室

証の交付を受けている者は提出不要）

平成１６年　６月１１日　午後　５時００分

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

有限会社リバーストン、株式会社日本テクノス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

技術者の専任配置

その他

上記の技術者は、平成６年４月１日以降に完成した海上から施工する地盤改良工事の施工

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

経験を元請で有すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本件は郵便入札の対象案件とする。郵送以外の方法による入札書の提出は無効とする。な

お、入札書は開札日の前日までに、横浜市役所内郵便局に到達させること。郵便入札の詳

港　　　　湾

　　　６７４，８８９，２２８円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

契約保証 要求

該当しない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事

細については、横浜市のホームページを参照すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

財政局　契約第一課　　　　　　　　　　　電話　０４５－６７１－２２４４、２２４６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

港湾局　南本牧ふ頭建設事務所　　　　　　電話　０４５－６２２－５５４０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０９０

南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸地盤改良工）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

中区南本牧ふ頭

8
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工 事 担 当 課 港湾局　南本牧ふ頭建設事務所　　　　　　電話　０４５－６２２－５５４０

契 約 担 当 課 財政局　契約第一課　　　　　　　　　　　電話　０４５－６７１－２２４４、２２４６

注 意 事 項

本件は郵便入札の対象案件とする。郵送以外の方法による入札書の提出は無効とする。な

お、入札書は開札日の前日までに、横浜市役所内郵便局に到達させること。郵便入札の詳

細については、横浜市のホームページを参照すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

しない 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 該当しない

支 払 い 条 件 前金払 する（一括） 部分払

開 札 日 時 平成１６年　７月　６日　（火）　午前１０時１５分

開 札 場 所 横浜市中区港町１丁目１番地　財政局契約第一課入札室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設計図書の購入先・申込期限

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社福寿企画

平成１６年　６月１１日　午後　５時００分

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

提 出 書 類

①設計図書代金領収書（写）　②配置技術者（変更）届出書

（工事経験欄に海上から施工する地盤改良工事の施工経験を記入すること。）

③監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者

証の交付を受けている者は提出不要）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他

上記の技術者は、平成６年４月１日以降に完成した海上から施工する地盤改良工事の施工

経験を元請で有すること。

技術適性リストの〔港湾〕地盤改良工ａ区分に登載されている者であること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市内又は準市内

技術者の専任配置

土木に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、入札日において雇用期間が３

か月間経過した者でなければならない。

調 査 基 準 価 格 　　　７５１，６５３，０１９円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

登 録 工 種 港　　　　湾

格 付 等 級 －

登 録 細 目 港湾構造物工事

所在地区分

工 期 契約の日から平成１７年　３月１８日まで

予 定 価 格 　　　９３５，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

施 工 場 所 中区南本牧ふ頭

工 事 概 要

サンドコンパクションパイル打設工（Ｌ＝８．６ｍ）Ｎ＝１，０３５本　サンドコンパク

ションパイル打設工（Ｌ＝１１．５ｍ）Ｎ＝１，５１７本　敷砂工（ｔ＝２．０ｍ）Ｖ＝

３４，７３０㎥（ＮＥＴ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工 事 番 号 ３０９１

工 事 件 名
南本牧埋立工事（第４ブロック中仕切護岸地盤改良工その２）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9



横浜市報調達公告版
第15号　平成16年６月８日発行

工 事 番 号 ３０９２

工 事 件 名
磯子第二ポンプ場雨水滞水池ゲート設備工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施 工 場 所 磯子区磯子１丁目４番地

工 事 概 要

電動式鋳鉄製角型ゲート製作・据付４４門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工 期 契約の日から平成１８年　３月１５日まで

予 定 価 格 　　　６５１，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調 査 基 準 価 格 　　　５５３，５０３，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

登 録 工 種 機械器具設置

格 付 等 級 －

登 録 細 目 －－－－－－－－－－

所在地区分 市内、準市内又は市外

技術者の専任配置

機械器具設置に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、入札日において雇用期間が３

か月間経過した者でなければならない。

その他

①上記の技術者は、平成６年４月１日以降に完成した、下水道法における施設のゲート設

備工事の施工経験を元請で有すること。　②平成６年４月１日以降に完成した、鋳鉄製ゲ

ート設備の新設又は増設工事（下水道法における雨水滞水池、処理方式を標準活性汚泥法

とする下水処理場、又は沈砂池を有するポンプ場のものに限る。）の元請としての施工実

績を有し、かつ、同設備は入札日において１年以上の稼動実績を有すること（特定建設共

同企業体の構成員としての施工実績は出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。　③

平成６年４月１日以降に完成した、下水道法における施設のゲート設備工事の設計経験を

有する者を設計担当技術者として配置すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

提 出 書 類

①設計図書代金領収書（写）　②配置技術者（変更）届出書

（監理技術者及び設計担当技術者用に１部ずつ提出すること。工事内容欄にゲート設備工

事を施工した施設を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の

書類を添付すること。）　③監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９

日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）　④施工実績調書（工事

内容欄にゲート設備工事を施工した施設を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及

び設計図書の写し等の書類を添付すること。）

設計図書の購入先・申込期限

港青写真株式会社、株式会社創

平成１６年　６月１１日　午後　５時００分

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

開 札 日 時 平成１６年　７月　６日　（火）　午前１０時３０分

開 札 場 所 横浜市中区港町１丁目１番地　財政局契約第一課入札室

１回以内 契約保証 要求

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 該当しない

支 払 い 条 件 前金払 する（各年） 部分払

注 意 事 項

①配置する監理技術者は、ゲート設備工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で

他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。

②本件は郵便入札の対象案件とする。郵送以外の方法による入札書の提出は無効とする。

なお、入札書は開札日の前日までに、横浜市役所内郵便局に到達させること。郵便入札の

詳細については、横浜市のホームページを参照すること。

③本件は債務負担行為に係る契約である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工 事 担 当 課 下水道局　設備課　　　　　　　　　　　　電話　０４５－６７１－２８５２

契 約 担 当 課 財政局　契約第一課　　　　　　　　　　　電話　０４５－６７１－２２４４、２２４６

10



横浜市報調達公告版 

                                第 15 号 平成 16 年６月８日発行 

                                                

                        
11

横浜市調達公告第 116 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６月８日 

                         契約事務受任者 

                  横浜市助役  前田 正子  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   Ｘ線コンピューター断層撮影装置 一式の購入 

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

   平成16年12月15日 

 (4) 納入場所 

   南区浦舟町４丁目57番地 

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター内（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「医療機械器具」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ものであること。 

 (3) 平成16年6月17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) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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（第２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き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６月17日（ただし、実績調書等は平成16年６月24日）午後５時まで 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

   〒232-0024 南区浦舟町４丁目57番地 

   横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 

管理部庶務課経理係 星  

   電話045（253）5322（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 
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   平成16年６月８日から平成16年７月１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 

   〒232-0024 南区浦舟町４丁目57番地 

   横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 

管理部庶務課経理係 星 

   電話 045（253）5322（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８月４日午前10時 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター５階会議室 

  ただし、郵送による入札については、平成16年８月３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  

   納品検査終了後、請求書に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 議会の議決用件 

当該物品の契約締結については、横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年3月横浜市条例第4号）第2条の規定により市議会の議決に付さなければならない。 

13 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。 

14 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

    Purchase of 1 set of X-ray Computed Tomography System 

 (2) Date of tender: 10:00 a.m., 4 Aug,2004  

 (3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Yokohama City University Medical 

Center, 4-57 Urafune-cho,Minami-ku,Yokohama,232-0024 

      TEL 045（253）5322 

 

 

横浜市調達公告第117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。 
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平成16年６月８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     

職員認証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ものであること。     

(3) 平成16年６月17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６月17日（ただし、引受証明書等は平成16年７月１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６月８日から平成16年７月１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)2118（直通） 
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(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７月21日午前９時15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７月20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 Personnel testify System:1set 

  (2) Date of tender: 9:15 a.m., 21 July,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118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６月８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     

福祉５法システム更改に伴うクライアント端末機器等 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 
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横浜市福祉局地域福祉部地域福祉課ほか（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ものであること。     

(3) 平成16年６月17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６月17日（ただし、引受証明書等は平成16年７月１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６月８日から平成16年７月１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 

横浜市福祉局地域福祉部地域福祉課（市庁舎７階） 

      電話 045(671)4048（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７月21日午前９時30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７月20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 
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(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 Computers for Fukushigohou system:1set 

  (2) Date of tender: 9:30 a.m., 21 July,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 119 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６月８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 

    小型消防車（ＣＤ－Ⅰ）ぎ装 ２台の製造 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 17 年２月 10 日 

 (4) 納入場所 

保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

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「自動車」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ものであること。 
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(3) 平成 16 年６月 17 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) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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６月 17 日（ただし、実績調書等は平成 16 年６月 24 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） 

西 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６月８日から平成 16 年７月１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 

〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

電話 045(334)6584（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７月 21 日午前 10 時 30 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７月 20 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 
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行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

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:  

Manufacture of 2 Standard Pumper (Model CD-Ⅰ) Equipages 

(2) Date of tender: 10:30 a.m., 21 July, 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 120 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６月８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 

    小型消防車（ＣＤ－Ⅰ）シャシ ２台の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 16 年 10 月 22 日 

 (4) 納入場所 

保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

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「自動車」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ものであること。 

(3) 平成 16 年６月 17 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) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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。 
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(2) 提出期限 

平成 16 年６月 17 日（ただし、実績調書等は平成 16 年６月 24 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） 

西 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６月８日から平成 16 年７月１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 

〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

電話 045(334)6584（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７月 21 日午前 10 時 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７月 20 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 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

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。 
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13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Purchase of 2 Standard Pumper (Model CD-Ⅰ) chassis 

(2) Date of tender: 10:00 a.m., 21 July, 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 121 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６月８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 

    水槽車（Ⅰ―Ｂ）ぎ装 ２台の製造 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 17 年 2月 25 日 

 (4) 納入場所 

保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

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「自動車」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ものであること。 

(3) 平成 16 年６月 17 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) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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６月 17 日（ただし、実績調書等は平成 16 年６月 24 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） 

西 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。 
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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、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６月８日から平成 16 年７月１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 

〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

電話 045(334)6584（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７月 21 日午前 10 時 30 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７月 20 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 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

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:  

Manufacture of 2 Water Tank Pumper (Model Ⅰ-B) Equipages 

(2) Date of tender: 10:30 a.m., 21 July, 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 122 号 
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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６月８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 

    水槽車（Ⅰ―Ｂ）シャシ ２台の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 16 年 10 月 29 日 

 (4) 納入場所 

保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部総務課 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

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「自動車」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ものであること。 

(3) 平成 16 年６月 17 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) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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６月 17 日（ただし、実績調書等は平成 16 年６月 24 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） 

西 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６月８日から平成 16 年７月１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） 
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(2) 交付場所 

〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

電話 045(334)6584（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７月 21 日午前 10 時 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７月 20 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 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

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:  

Purchase of 2 Water Tank Pumper (Model Ⅰ-B) Chassis 

(2) Date of tender: 10:00 a.m., 21 July, 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 123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６月８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 

   排煙サルベージ車 １台の製造 
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(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 17 年 3月 24 日 

 (4) 納入場所 

保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

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「自動車」に登録が認められている

者であること。 

(3) 平成 16 年６月 17 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) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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６月 17 日（ただし、実績調書等は平成 16 年６月 24 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） 

西 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６月８日から平成 16 年７月１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 

〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

電話 045(334)6584（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。 



横浜市報調達公告版 

                                第 15 号 平成 16 年６月８日発行 

                                                

                        
25

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 16 年７月 21 日午前 11 時 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７月 20 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 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

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:  

Manufacture of １Smoke Ejector High Expansion Form Truck 

(2) Date of tender: 11:00 a.m., 21 July, 2004 

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

1-1Minatocho,Nakaku,Yokohama,231-0017,TEL045(671)2249 

 

 

横浜市調達公告第 124 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６月８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 

    はしご付消防自動車 １台の製造 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 17 年３月４日 

 (4) 納入場所 

保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

 (5) 入札方法 
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この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

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「自動車」に登録が認められている

者であること。 

(3) 平成 16 年６月 17 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) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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６月 17 日（ただし、実績調書等は平成 16 年 6 月 24 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） 

西 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６月８日から平成 16 年７月１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 

〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部施設課 

電話 045(334)6584（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７月 21 日午前 11 時 15 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７月 20 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 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

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:  

Manufacture of 1 Aerial Ladder Truck 

(2) Date of tender: 11:15 a.m., 21 July, 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125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６月８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  ＡＶ調整卓Ａ ５式の購入 

イ ＡＶ調整卓Ｂ ５式の購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成16年９月30日 

(4) 納入場所 

第１号ア及びイに掲げる物品ごとに次のとおりとする。 

ア 横浜市立寺尾小学校ほか４校（詳細は、入札説明書による。） 

イ 横浜市立西谷小学校ほか４校（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、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「電気機械類」に登録が認められて
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いる者で、かつ、いずれかにおいてＡ又はＢの等級に格付けされているものであること。     

(3) 平成16年６月17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) 当該製品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能な

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６月17日（ただし、実績調書等は平成16年６月24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６月８日から平成16年７月１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 

横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階） 

      電話 045(671)3292（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７月21日午前11時30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７月20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  
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 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

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 5 sets of Audio Visual Station A 

② Purchase of 5 sets of Audio Visual Station B 

  (2) Date of tender: 11:30 a.m., 21 July,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 126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６月８日 

契約事務受任者 

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター病院長 杉 山  貢  

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   Ｘ線テレビ透視装置の購入 

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

   平成16年12月15日 

 (4) 納入場所 

   南区浦舟町４丁目57番地 

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター内（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「医療機械器具」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ものであること。 

 (3) 平成16年６月１7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。 
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３ 入札参加の手続 

当該入札に係る指名を希望する者（第２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き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６月17日（ただし、実績調書等は平成16年６月24日）午後５時まで 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

   〒232-0024 南区浦舟町４丁目57番地 

   横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 

管理部庶務課経理係 

   星 電話045（253）5322（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６月８日から平成16年７月１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 

   〒232-0024 南区浦舟町４丁目57番地 

   横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 

管理部庶務課経理係 

   電話 045（253）5322（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８月４日午前10時30分 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター５階会議室 

  ただし、郵送による入札については、平成16年８月３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  
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   納品検査終了後、請求書に基づき契約金額を一括して支払う。 

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: 

    Purchase of 1 set of X-ray television apparatus 

 (2) Date of tender: 10:30 a.m., 4 Aug,2004  

 (3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Yokohama City University Medical 

Center, 4-57 Urafune-cho,Minami-ku,Yokohama,232-0024 

      TEL 045（253）5322 

 

 

横浜市調達公告第127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６月８日 

                                        契約事務受任者              

                                                              横浜市立大学事務局長 清 水 一 男 

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 横浜市立大学基

幹コンピュータ

ーシステム（保

守業務含む）一

式 

横浜市立大学学

術情報センター

金沢区瀬戸22番

２号 

平成16年

４月１日

日本アイ・ビー・エ

ム株式会社 

東京都港区六本木三

丁目２番12号 

円

80,640,000

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 128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６月８日 

                                 契約事務受任者 

市立大学医学部附属病院長 原 正 道 

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 
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１ 横浜市立大学医

学部附属病院医

療情報システム

調達機器Ａ一式

保守業務委託  

一式 

横浜市立大学医

学部附属病院管

理部庶務課 

金沢区福浦三丁

目９番地 

平成16年

４月 1日

日本電気株式会社関

東南支社 

西区みなとみらい二

丁目３番５号 

円

32,760,000

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129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６月８日 

                    契約事務受任者 

横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター病院長 杉 山 貢 

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 横浜市立大学医

学部附属市民総

合医療センター

医療情報システ

ム維持管理業務

委託 一式 

横浜市立大学医

学部附属市民総

合医療センター

管理部庶務課 

南区浦舟町４－

57 

平成16年

４月１日

日本電気株式会社関

東南支店 

西区みなとみらい二

丁目３番５号 

円

38,751,720

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） 

２ 横浜市立大学

医学部附属市

民総合医療セ

ンター医療情

報システム運

転管理等業務

委託 一式  

同 

 

同 

 

同 

 

42,840,000 同 

 

－ 同 

 


