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横浜市調達公告第 160 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８月３日 

                               契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    ＬＰＧ小型吸上車 ９台の借入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期限 

平成17年３月９日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 借入場所 

横浜市環境事業局北部事務所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

(6) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

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８月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

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８月20日（ただし、引受証明書等は平成16年９月２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。 

 調 達 公 告 
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６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

   平成16年８月３日から平成16年９月２日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）      

(2) 交付場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地 

横浜市環境事業局廃棄物適正処理部車両課 

電話 045(441)8201（直通） 

(3) 交付方法 

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成16年９月17日午前11時20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９月16日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

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

(2) Date of tender: 11:20 a.m., 17 September,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161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８月３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 

    小型ごみ収集車（回転板式）（その９） ２台の借入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期限 

平成17年１月13日から平成17年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 借入場所 

横浜市環境事業局磯子事務所ほか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) 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８月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

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８月20日（ただし、引受証明書等は平成16年９月２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８月３日から平成16年９月２日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）      

(2) 交付場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地 

横浜市環境事業局廃棄物適正処理部車両課 

電話 045(441)8201（直通） 
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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９月17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９月16日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

 Lease of 2 Small-sized Garbage Trucks with Lifting and Pushing Plates(Part 9) 

(2) Date of tender: 11:30 a.m., 17 September,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162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８月３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 

   港務艇 ひばり １隻の建造 

  (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31日 
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  (4) 納入場所 

横浜市中区海岸通１－１地先 港務艇 ひばり 乗降施設 

(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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「船舶」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８月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

 (4) 全長13.5メートル以上、型幅3.5メートル以上、型深さ1.58メートル以上、満載喫水0.58メートル以

上、かつ総トン数20トン未満の強化プラスチック（ＦＲＰ）製Ｖ型単胴船舶の建造又は組立を行うこと

が可能な船台等船体製造設備を確保できる者であること。 

 (5) 平成６年４月以降に完成した船舶（漁船、プレジャーボートを除く）で、前号の仕様を満たす船舶の

元請けとしての建造、又は組立実績を有する者であること。 

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

載手続を行う者を含む。）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８月20日（ただし、技術審査書類は平成16年９月６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８月３日から平成16年９月２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 中区山下町２番産業貿易センタービル５階 

   横浜市港湾局港湾整備部施設課   電話 045 (671) 7317（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９月17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９月16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に
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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: 

     Ｔhe renewal of the city-owned vessel ‘Ｈibari｀ 

  (2) Date of tender: 9:30 a.m. ,17 September, 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163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８月３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 観察用モニター 14台の購入   

イ  心電計 14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12月７日 ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 納入場所 

消防局救急課 

 (5) 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。 
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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「医療機械器具」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８月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該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

なものであること。 

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８月20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８月３日から平成16年９月２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 

横浜市消防局警防部救急課（保土ヶ谷区役所４階 ） 

電話 (331)1537（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９月17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９月16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 

平成16年12月７日までの納品分と平成17年２月８日までの納品分の２回に分け、納品検査終了後、請

求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of 14 electrocardiograph 

②  Purchase of 14 vital signs monitor 

(2) Date of tender: 10:30 a.m., 17 September,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 164 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８月３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 グランドピアノ（その１） 14 台の購入 

  イ グランドピアノ（その２） 13 台の購入 

  ウ グランドピアノ（その３） 15 台の購入 

  エ グランドピアノ（その４）  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 12 月 31 日（ただし、エの２台は平成 17 年３月 31 日。詳細は入札説明書による。） 

 (4) 納入場所 

   第１号アからエに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 横浜市立羽沢小学校ほか９校（詳細は、入札説明書による。） 

  イ 横浜市立釜利谷南小学校ほか９校（詳細は、入札説明書による。） 

  ウ 横浜市立神奈川中学校ほか 12 校（詳細は、入札説明書による。） 

  ア 横浜市立東山田中学校（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

第１号アからエ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。 
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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「楽器」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８月 20 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該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

なものであること。 

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８月 20 日（ただし、実績調書等は平成 16 年８月 27 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

加藤 電話 045(671)2250（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８月３日から平成 16 年９月２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９月 17 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９月 16 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 

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 14 Grannd Piano (Part 1) 

② Purchase of 13 Grannd Piano (Part 2) 

③ Purchase of 15 Grannd Piano (Part 3) 

④ Purchase of 2 Grannd Piano (Part 4) 

(2) Date of tender:  

    11:00 a.m., 17 September, 2004 

(3) Contact point for the notice: Second Conntract Divison， 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165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８月３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 ＦＦ型石油ストーブ Ａ 164台の購入     

   イ ＦＦ型石油ストーブ Ｂ 84台の購入 

    ウ ＦＦ型石油ストーブ Ｃ 約31台の購入 

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 納入期限  

    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。 

   ア及びイ 平成16年11月30日 

    ウ     入札説明書による。 

  (4) 納入場所           

      第１号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    ア 横浜市立潮田小学校ほか49校（詳細は、入札説明書による。）   

  イ 横浜市立老松中学校ほか29校（詳細は、入札説明書による。）   

  ウ  横浜市立池上小学校ほか11校（詳細は、入札説明書による。）  

  (5) 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、数量（ただし、ウは概算数量）の総価

により行う。 

２ 入札参加資格 
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  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「雑貨」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８月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及

び指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

  (4) 当該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８月20日（ただし、実績調書等は平成16年８月27日）午後５時まで 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地       

      横浜市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８月３日から平成16年９月２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 

   〒231-0016 中区港町１丁目１番地 

   横浜市教育委員会事務局総務部施設管理課（関内駅前第一ビル３階） 

   電話 045(671)3255（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９月17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９月16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 

   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。 

  ア及びイ 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。 

    ウ     平成16年11月30日までの納品分と平成17年３月31日までの納品分の２回に分け、納

品検査終了後、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

   ① Purchase of 164 FF-type Oil Heaters Ａ   

    ② Purchase of 84 FF-type Oil Heaters  Ｂ 

    ③  Purchase of approx.  31 FF-type Oil Heaters  Ｃ 

  (2) Date of tender: 9:45 a.m., 17 September, 2004 

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 166 号 

   特定調達契約の落札者の決定 

 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 8 月 3日 

 

契約事務受任者        

横浜市総務局長 大谷 幸二郎 

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 

落札者ま

たは随意

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 庶務事務集中

化・外部委託化

基本設計等業務

委託 一式 

横浜市総務局IT

活用推進部IT活

用推進課 

中区港町1丁目1

番地 

平成16年

６月30日

株式会社三菱総合研

究所 

東京都千代田区大手

町２丁目３番６号 

 円

47,040,000

指名競争

入札 

平成16年

５月18日

－ 
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交通局調達公告第 15 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８月３日 

横浜市交通事業管理者 

魚 谷 憲 治 

１ 競争入札に付する事項                                     

(1) 件名及び数量                                           

ア  軽油（10月～12月分）第１ブロック 約 1,208キロリットルの購入 

イ 軽油（10月～12月分）第２ブロック 約 1,631キロリットルの購入 

ウ 軽油（10月～12月分）第３ブロック 約 1,533キロリットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成16年10月１日から平成16年12月31日まで 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(5) 一連の調達契約に関する事項 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 軽油（１月～３月分）第１ブロック 約 1,136キロリットルの購入ほか 

平成16年11月頃 

  (6) 入札方法 

この入札は、１キロリットル（1,000リットル）当たりの単価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

らない。 

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

条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市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８月12日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市交通局一般競争参加停止及び

指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該物品を確実に納入することが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成16年８月12日（ただし、供給保証書は平成16年８月25日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市交通局総務部財務課（関内中央ビル７階）         

村越 電話 045(671)3172（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

ない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

 交 通 局 
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(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

閲覧に供する。 

６  入札説明書等の交付 

(1) 交付期間                                               

平成16年８月３日から平成16年９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２時まで） 

(2) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 

(3) 交付方法 

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成16年９月22日午後２時 横浜市交通局総務部財務課入札室 

ただし、郵送による入札については、平成16年９月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

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

て有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払                         

行わない。 

(2) 契約金 

１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. 1,208kl of gas oil 

② Purchase of approx. 1,631kl of gas oil 

③ Purchase of approx. 1,533kl of gas oil 

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

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

Transportation Bureau, City of Yokohama, 

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

TEL 045(671)3172 
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交通局調達公告第 14 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８月３日 

                                横浜市交通事業管理者 

 魚 谷 憲 治 

 

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

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 軽油（７月～

９月分）第１

ブロック 約

2,747キロリ

ットルの購入 

横浜市交通局

総務部財務課 

中区港町１丁

目１番地 

 

平成16年

６月22日

日本石油販売株式

会社 

東京都中央区新川

２丁目１番７号 

     円

187,688,775

指名競争

入札 

平成16年

５月11日

－ 

２ 軽油（７月～

９月分）第２

ブロック 約

2,352キロリ

ットルの購入 

同 

 

平成16年

６月22日

日本石油販売株式

会社 

東京都中央区新川

２丁目１番７号 

 

161,194,320同 平成16年

５月11日

－ 

 

 

 


