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横浜市調達公告第139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７月６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 

      生ごみ処理機 ３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15日 

  (4) 納入場所                                             

   横浜市立上菅田小学校ほか２校（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 

   平成16年２月４日 

 (6) 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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「機械器具・工具類」に登録が認め

られている者で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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 

 調 達 公 告 
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  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７月６日から平成16年７月30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 

   横浜市環境事業局ごみゼロ推進総合対策部家庭系ごみ対策課（松村ビル６階） 

   電話 045 (671) 2553（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25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８月24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 Food rubbish pulverizer 3 machines  

  (2) Date of tender: 11:15 a.m., 25 August, 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140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７月６日 
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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     

ごみ中継輸送用コンテナボックス 14個の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 借入期間 

平成16年12月１日から平成17年３月31日まで 

(4) 借入場所 

横浜市環境事業局廃棄物適正処理部神明台輸送事務所ほか（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７月15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７月15日（ただし、引受証明書等は平成16年７月23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７月６日から平成16年７月30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 

〒231-0013 中区住吉町１丁目13番地 松村ビル６階 

横浜市環境事業局廃棄物適正処理部業務課 

      電話 045(671)2551（直通） 

(3) 交付方法 
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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25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８月24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 14 container boxes for conveying the refuse 

  (2) Date of tender: 9:30 a.m., 25 August, 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 141 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７月６日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 深 川 邦 明 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

    自走式搬入物検査装置４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11月30日 

 (4) 納入場所 

環境事業局鶴見工場ほか 3か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 



横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 16 年７月６日発行 

                                                    

                        
6

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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 16 年７月 15 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７月 15 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７月６日から平成16年７月30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 

横浜市環境事業局廃棄物適正処理部施設課（松村ビル７階 ） 

電話 045(671)2519（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 25 日午前 10 時 30 分  

ただし、郵送による入札については、平成16年８月 24 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  
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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 4 waste inspecion vehicles 

(2) Date of tender: 10：30 a.m., 25 August, 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 (671)2249 

  

 

横浜市調公告第142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７月６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 炭酸ソ－ダ（その１） 約 760トンの購入 

  イ  炭酸ソ－ダ（その２） 約 130トンの購入 

ウ  炭酸ソ－ダ（その３） 約 220トンの購入 

 (2) 物品の特質等 

  入札説明書による。    

  (3) 納入期間 

    平成16年10月１日から平成17年３月31日まで 

 (4) 納入場所 

   第１号ア及びイ並びにウに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア及びイ 中区南本牧４番地 

       南本牧排水処理施設 

  ウ     泉区新橋町1,750番地の１ 

       神明台除去施設ほか１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) 一連の調達公告に関する事項  

   最初の契約に係る入札公告日 

   平成16年２月４日 

  (7) 入札方法                                               
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    この入札は、第１号ア、イ及びウに掲げる概算数量の合算額をもって、合併入札により行う。  

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「工化学薬品」に登録が認められて

いる者で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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 横浜市中区港町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）  

   山下 電話 045(671)2248                     

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７月６日から平成16年７月30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     

   〒245-0001 泉区池の谷 3,949番地の1  

      横浜市環境事業局廃棄物適正処理部処分地管理課排水管理係  

  電話 045(364)1856（直通）                        

 (3) 交付方法  

   無償で交付する。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等        

   平成16年８月25日午後４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８月24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                                             
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   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  

   １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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.760t of Soda(Part 1) 

    ② Purchase of approx.130t of Soda(Part 2) 

   ③ Purchase of approx.220t of Soda(Part 3)  

  (2) Date of tender: 4:30 p.m.,25 August 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 143 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７月６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 

切砕 約 12,100 立方メートルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成 16 年 10 月 1 日から平成 17 年 3 月 31 日まで 

(4) 納入場所 

泉区池の谷 3,949 番地の 1 

横浜市環境事業局神明台処分地 

(5) 一連の調達契約に関する事項 

最初の契約に係る入札公告日 

平成 16 年２月４日 

(6) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算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。 
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(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「骨材・セメント」に登録が認め 

られている者で、かつ、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７月 15 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７月 15 日（ただし、実績調書等は平成 16 年７月 23 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７月６日から平成 16 年７月 30 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 

〒245-0001 泉区池の谷 3,949 番地の１ 

横浜市環境事業局廃棄物適正処理部神明台処分地管理事務所 

電話 045 (364) 1686 （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 

  布する納付書で、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 25 日午前 10 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 24 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。 
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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 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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: 
Purchase  of  approx. 12,100m３ of  Unscreened  Crushed  Stone 

(2) Date  of  tender:  10：15  a.m., 25 August, 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144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７月６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 アンモニア水 約 532,756キログラムの購入 

イ 消石灰 約 3,692,192キログラムの購入 

ウ 飛灰処理用重金属固定剤 約 154,336キログラムの購入 

(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１日から平成17年３月31日まで 

(4) 納入場所                                               

    鶴見区末広町１丁目15番地 

      横浜市環境事業局鶴見工場 

(5) 納入方法 

   入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 

   平成16年２月４日 

(7) 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、概算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
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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「工化学薬品」に登録が認められて

いる者で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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） 

   山下 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７月６日から平成16年７月30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                                               

   〒230-0045 鶴見区末広町１丁目15番地 

      横浜市環境事業局鶴見工場 

    電話 045 (521) 2191（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 

第１項第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８月25日午後４時 

イ 平成16年８月25日午後２時30分 

ウ 平成16年８月25日午後１時15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８月24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 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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. 532,756kg of Ammonia 

② Purchase of approx.3,692,192kg of Slaked Lime   

③ Purchase of approx.154,336kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

 (2) Date of tender:  

  ① 4:00 p.m., 25 August, 2004  

  ② 2:30 p.m., 25 August, 2004    

  ③ 1:15 p.m., 25 August, 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145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７月６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                                             

 排ガス処理用ダイオキシン生成抑制剤 約 350,208キログラムの購入 

(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１日から平成17年３月31日まで 

(4) 納入場所                                                   

港南区港南台八丁目４番41号 

横浜市環境事業局港南工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

最初の契約に関る入札公告日 
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平成16年２月４日   

 (7) 入札方法                                                   

第１号に掲げる物品ごとに入札に付し、概算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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に登録が認められ 

ている者で、かつ、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７月15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。     

 (5) 当該物品の仕様の条件を満たしていることについて、横浜市の確認を受けた者であること。 

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７月15日（ただし、実績調書等は平成15年７月23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） 

      山下 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７月６日から平成16年７月30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                                               

   〒234-0054 港南区港南台八丁目４番41号 

     横浜市環境事業局港南台工場 

    電話 045(832)0611（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25日午後４時45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24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。  
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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                       

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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: 

    Purchase of approx.350,208kg of DioxinInhibitor Immobilizing Agents 

(2) Date of tender:  4:45 p.m., 25 August, 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146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７月６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  

 飛灰処理用重金属固定剤 約 149,454キログラムの購入 

 (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１日から平成17年３月31日まで 

  (4) 納入場所                                               

    保土ケ谷区狩場町355番地 

      横浜市環境事業局保土ケ谷工場 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 

   平成16年２月４日 

 (7) 入札方法 
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 第１号に掲げる物品ごとに入札に付し、概算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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に登録が認められて

いる者で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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） 

   山下 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７月６日から平成16年７月30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                                               

   〒240-0025 保土ケ谷区狩場町355番地 

      横浜市環境事業局保土ケ谷工場 

    電話 045 (742) 3711（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25日午後１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24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 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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: 

Purchase of approx. 149,454kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

(2) Date of tender: １:15 p.m., 25 August, 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147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７月６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 消石灰 約 530,000キログラムの購入 

イ 飛灰処理用重金属固定剤  約 67,630キログラムの購入 

(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１日から平成17年３月31日まで 

(4) 納入場所 

旭区白根二丁目８番１号 

横浜市環境事業局旭工場 

(5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

最初の契約に係る入札公告日 

平成16年２月４日 

(7) 入札方法 

第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算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
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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「工化学薬品」に登録が認められて

いる者で、かつ、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７月15日から入札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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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） 

山下 電話 045(953)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７月６日から平成16年７月30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 

〒241-0005  旭区白根二丁目８番１号 

横浜市環境事業局旭工場 

電話 045(671)4851（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 

第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成16年8月25日午後２時30分 

イ 平成16年8月25日午後１時15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８月24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。 



横浜市報調達公告版 

                                第 19 号 平成 16 年７月６日発行 

                                                    

                        
19

(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 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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. 530,000kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 67,630kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

(2) Date of tender: 

① 2:30 ｐ.ｍ.，25 August，2004 

② 1:15 ｐ.ｍ.，25 August，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148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７月６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 消石灰 約 3,043,680キログラムの購入                  

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 259,907キログラムの購入 

 (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１日から平成17年３月31日まで 

 (4) 納入場所                                               

金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

   横浜市環境事業局金沢工場 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 
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   平成16年２月４日 

 (7) 入札方法 

   第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に登録が認められて

いる者で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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） 

   山下 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７月６日から平成16年７月30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                                               

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

   横浜市環境事業局金沢工場 

    電話 045(784)9711（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 

第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成16年８月25日午後２時30分 

イ 平成16年８月25日午後１時15分 

 (2) 場所 
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    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24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 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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. 3,043,680kg of Slaked Lime 

 ② Purchase of approx. 259,907kg of Heavy Metals Immobilizing Agents. 

 (2) Date of tender:  

① 2:30 p.m., 25 August, 2004   

② 1:15 p.m., 25 August, 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149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７月６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 消石灰 約 1,309,632キログラムの購入 

イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 144,605キログラムの購入 

(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１日から平成17年３月31日まで 

(4) 納入場所                                                   

都筑区平台27番1号 
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横浜市環境事業局都筑工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

最初の契約に関る入札公告日 

平成16年２月４日   

 (7) 入札方法                        

第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に登録が認められ 

ている者で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成15年７月23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） 

      山下 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７月６日から平成16年７月30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                                               

   〒224-0064 都筑区平台27番1号 

     横浜市環境事業局都筑工場 

    電話 045(941)7911（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配

布を受ける。 

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

第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成16年８月25日午後２時30分 

イ 平成16年８月25日午後１時15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８月24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) 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     

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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.1,309,632kg of Slaked Lime  

   ② Purchase of approx.144,605kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

(2) Date of tender:  

  ① 2:30 p.m.,25 August, 2004 

  ② 1:15 p.m.,25 August, 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150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７月６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 人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ａ型（Ｔ－14用）φ 600 868組の製造 

  イ 人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ｂ型（Ｔ－25用）φ 600 707組の製造 

  (2) 物品の特質等 
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   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 

      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 横浜市鶴見土木事務所ほか10か所（詳細は、入札説明書による。） 

  イ 横浜市鶴見土木事務所ほか12か所（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 一連の調達契約に関する事項 

ア 今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ａ型（Ｔ－１４用）φ600 約500組の製造 

平成16年１1月 

    人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ｂ型（Ｔ－２５用）φ600 約500組の製造 

平成16年１1月 

イ 最初の契約に係る入札公告 

平成16年2月4日 

(6) 入札方法 

   第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「鋼材」に登録が認められている者

で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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７月６日から平成16年７月30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 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市下水道局管理部保全課（関内中央ビル７階） 

   電話 045 (671) 2832（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 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成16年８月25日午前10時45分 

  イ 平成16年８月25日午前11時 

(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８月24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: 

    ① Manufacture of 868 sets of Ductile Iron Manhole Covers Ａ Type φ600  

    ② Manufacture of 707 sets of Ductile Iron Manhole Covers Ｂ Type φ600 

  (2) Date of tender: 

    ① 10:45 a.m. ,25 August,2004 

    ② 11:00 a.m. ,25 August, 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151号        

   特定調達契約に係る指名競争入札の施行    
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  次のとおり指名競争入札を行う。         

    平成16年７月６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                                           

   脱水設備用高分子凝集剤 約136トンの購入  

  (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１日から平成17年3月31日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町1丁目6番地の１ 

      横浜市下水道局管理部北部汚泥処理センター 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6）一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 

平成16年2月4日 

 (7) 入札方法 

   第１号に掲げる概算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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に登録が認められて

いる者で、かつ、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７月15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７月15日（ただし、実績調書等は平成16年７月23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）      

山下 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の日時まで

閲覧に供する。      
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６ 入札説明書等の交付                                       

(1) 交付期間                                               

  平成16年７月６日から平成16年７月30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                                               

  〒230-0045 鶴見区末広町1丁目6番地の１  

    横浜市下水道局管理部北部汚泥処理センター 

      電話 045 (502)3738（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                             

    次のとおりとする。 

 (1) 日時 

      平成16年８月25日午後３時30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８月24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 

   １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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:  

     Purchase of approx.136t of Polymer used for dewatering facilities   

  (2) Date of tender: 3:30 p.m., 25 August, 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 152 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７月６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                                           

   焼却設備用白灯油 約 1,378,000 リットルの購入  

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。                                        

(3) 納入期限 

    平成 16 年 10 月１日から平成 17 年 3 月 31 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町 1 丁目 6番地の１ 

      横浜市下水道局管理部北部汚泥処理センター   

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6）一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 

平成 16 年２月４日 

 (7)入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算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、かつ、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７月 15 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７月 15 日(ただし、実績調書等は平成 16 年７月 23 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の日時まで
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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７月６日から平成 16 年７月 30 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                                               

  〒230-0045 鶴見区末広町 1丁目 6番地の１  

    横浜市下水道局管理部北部汚泥処理センター 

      電話 045 (502) 3738（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 25 日午前９時 45 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 24 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 

   １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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:  

     Purchase of approx.1,378,000 ｌ of Kerosene used for incineration facilities   

  (2) Date of tender: 9:45 a.m., 25 August, 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 153 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７月６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                                           

   焼却設備用微粉炭 約 806 トンの購入  

  (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１日から平成 17 年 3 月 31 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町 1 丁目 6番地の１ 

      横浜市下水道局管理部北部汚泥処理センター 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6）一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 

平成 16 年２月４日 

 (7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算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７月 15 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７月 15 日(ただし、実績調書等は平成 16 年７月 23 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の日時まで

閲覧に供する。      
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６ 入札説明書等の交付                                       

(1) 交付期間                                               

  平成 16 年７月６日から平成 16 年７月 30 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                                               

  〒230-0045 鶴見区末広町 1丁目 6番地の１  

    横浜市下水道局管理部北部汚泥処理センター 

      電話 045 (502) 3738（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 25 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８月 24 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 

   １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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:  

     Purchase of approx. 806t of pulverized coal used for incineration facilities   

  (2) Date of tender: 10:00 a.m., 25  August, 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154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７月６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 かせいソーダ（48％）溶液 約1,040トンの購入 

  イ 脱水設備用高分子凝集剤  約137トンの購入  

 (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１日から平成17年3月31日まで 

 (4) 納入場所                                                 

   金沢区幸浦一丁目９番地 

      横浜市下水道局管理部南部汚泥処理センター  

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告日 

平成16年2月4日 

 (7) 入札方法 

   第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に登録が認められて

いる者で、かつ、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７月15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７月15日(ただし、実績調書等は平成16年７月23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）      

山下  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の日まで閲

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７月６日から平成16年７月30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                                               

    〒236-0003 金沢区幸浦一丁目９番地  

      横浜市下水道局管理部南部汚泥処理センター 

      電話 045 (774) 0848（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号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成16年８月25日午後４時15分 

イ 平成16年８月25日午後３時30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８月24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 

    １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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. 1,040t of Liquid Caustic Soda  

  ② Purchase of approx.137t of Polymer used for dewatering facilities   

  (2) Date of tender:  

① 4:15 p.m.,，25 August, 2004   

② 3:30 p.m.,，25 August, 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 155 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７月６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 

   コピー用紙（再生紙）Ａ４ 約 43,500,000 枚の購入  

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

   平成 16 年 10 月１日から平成 17 年３月 31 日まで 

  (4) 納入場所 

   横浜市収入役室物品倉庫及び指定部署（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 一連の調達契約に関する事項 

   最初の契約に係る入札公告 

      平成 16 年２月４日 

 (6) 入札方法 

      この入札は、第１号に掲げる概算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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「用紙類」に登録が認められている

者で、かつ、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７月 15 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７月 15 日（ただし、実績調書等は平成 16 年７月 23 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 

      山本 電話 045 (671) 2186（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７月６日から平成 16 年７月 30 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 

   横浜市収入役室審査課 

   電話 045 (671) 2999（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 25 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８月 24 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 

    １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か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:Purchase of approx. 43,500,000 sheets of A4 Size Copy Paper 

(Recycled Paper) 

  (2) Date of tender: 9:15 a.m., 25 August, 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) 2250 

 

 

横浜市調達公告第 156 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７月６日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 深 川 邦 昭 
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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

随意契約

相手方を

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 税務地図情報

システムの運

用事業一式 

横浜市財政局主

税部固定資産税

課 

平成16年

６月28日

株式会社パスコ横

浜支店 

中区山下町89番地

６ 

円

110,460,000

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） 

 


