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第４号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

 

【調達公告】 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市中央卸売市場本場で使用する電力   

約 16,540,000 キロワットアワーの供給）･････････････････････････････････････････････････････３ 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市経済局中央卸売市場南部市場で使用する 

電力 約 11,059,000 キロワットアワーの供給）･･･････････････････････････････････････････････５ 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市立市民病院で使用する電力  

約 9,200,000 キロワットアワーの供給）･･････････････････････････････････････････････････････６ 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市庁舎で使用する電力 約3,073,839 キロ 

ワットアワーの供給）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････８ 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市庁舎床面等清掃委託 一式）････････････････････10 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（高反応性消石灰 約 1,286,498 キログラムの購 

入ほか１件）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････12 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（排ガス処理用ダイオキシン生成抑制剤  

約239,048キログラムの購入）･･･････････････････････････････････････････････････････････････14 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（高反応性消石灰 約765,145キログラムの購入 

ほか１件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････16 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（炭酸ソ－ダ（その１） 約 750 トンの購入ほか 

１件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････18 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（高反応性消石灰 約 1,225,000 キログラムの購 

入ほか１件）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････20 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市中央卸売市場本場内清掃委託 一式）････････････22 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（かせいソーダ（48%）溶液 約 970 トンの購入 

ほか１件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････24 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（脱水設備用高分子凝集剤 約 129 トンの購入ほ 

か１件）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････27 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市北部斎場で使用する電力 

 約 2,561,700 キロワットアワーの供給）･･････････････････････････････････････････････････････28 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（環境事業局保土ケ谷工場で使用する電力 

 約 727,510 キロワットアワーの供給）････････････････････････････････････････････････････････30 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（環境事業局都筑工場で使用する電力  

約 203,280 キロワットアワーの供給）････････････････････････････････････････････････････････32 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（環境事業局金沢工場及び下水道局南部汚 

泥処理センターで使用する電力 約517,370キロワットアワーの供給）･･･････････････････････････34 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市中央卸売市場食肉市場で使用する 

電力 約 2,760,000 キロワットアワーの供給）････････････････････････････････････････････････36 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市下水道局金沢下水処理場金沢 

ポンプ場で使用する電力 約 2,500,000 キロワットアワーの供給）･･････････････････････････････38 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市下水道局神奈川下水処理場保土ヶ 

谷ポンプ場で使用する電力 約 2,220,000 キロワットアワーの供給）････････････････････････････40 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市下水道局北部第二下水処理場・北部 

汚泥処理センター・環境事業局鶴見工場で使用する電力 約 1,400,000 キロワットアワーの供給）･･42 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（泉区総合庁舎で使用する電力  

約 2,148,481 キロワットアワーの供給）･････････････････････････････････････････････････････44 
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△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市立市民病院清掃及び清潔管理業務 

委託 一式）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････46 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（横浜市立脳血管医療センターで使用す 

る電力 約 3,700,000 キロワットアワーの供給）･････････････････････････････････････････････48 

 

【その他】 

△一般競争入札の施行中止･･･････････････････････････････････････････････････････････････････50 

 

【水道局】 

△一般競争入札の施行（小雀塩素注入設備改良工事ほか６件）･･･････････････････････････････････51 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（水道用ポリ塩化アルミニウム  

約 7,110 トンの購入ほか１件）･････････････････････････････････････････････････････････････61 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（水道用ポリ塩化アルミニウム 

 約 3,800 トンの購入ほか１件）･････････････････････････････････････････････････････････････63 

△特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････65 

 

【交通局】 

△特定調達契約に係る指名競争入札の施行（一般乗合自動車 平成 16 年度第２次購入 34 両）･･････67 

 

【正誤】･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････69 
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横浜市調達公告第４号 

   特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

 次のとおり指名競争入札を行う。 

   平成 17 年１月 25 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) 件名及び数量 

     横浜市中央卸売市場本場で使用する電力  約 16,540,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

     入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

  (4) 供給場所 

     神奈川区山内町１番地 

    横浜市中央卸売市場本場 

  (5) 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「電力」に登録が認められている者で

あること。  

  (3) 平成 17 年２月３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) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得て

いる者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者である

こと。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行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 17 年２月３日（ただし、実績調書等は平成 17 年２月 10 日）午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒221-0054 神奈川区山内町１番地 

      横浜市経済局中央卸売市場本場管理課 

      畑島 電話 045(459)3325（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

調 達 公 告 
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する。 

６ 入札説明書等の交付 

 (1) 交付期間 

     平成 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 

   〒221-0054 神奈川区山内町１番地 

   横浜市経済局中央卸売市場本場管理課 

   電話 045(459)3325（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 17 年３月８日午前 10 時 横浜市庁舎８階経済局第１会議室 

    ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７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か月間の使用分について、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) 契約の条件 

   この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

  (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract : 

      Provision of approx. 16,540,000kWh of electricity  

      consumed by Yokohama City Central Wholesale Market 

  (2) Date of tender : 10:00 a.m.,８ March, 2005 

  (3) Contact point for the notice :  

      Central Wholesale Market Management Division, 

      Economic Affairs Bureau, City of Yokohama, 

      1 Yamauchi-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, 221-0054 

     TEL 045(459)3325 
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横浜市調達公告第５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 17 年１月 25 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) 件名及び数量 

      横浜市経済局中央卸売市場南部市場で使用する電力 約 11,059,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

     入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

  (4) 供給場所 

     金沢区鳥浜町１番地１ 

    横浜市経済局中央卸売市場南部市場 

  (5) 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「電力」に登録が認められている者で

あること。  

  (3) 平成 17 年２月３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) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得て

いる者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者である

こと。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行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 17 年２月３日（ただし、実績調書等は平成 17 年２月 10 日）午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒236-0002 金沢区鳥浜町１番地１ 

      横浜市経済局中央卸売市場南部市場管理課 

      田中 電話 045(779)2009（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 
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 (1) 交付期間 

     平成 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 

   〒236-0002 金沢区鳥浜町１番地１ 

   横浜市経済局中央卸売市場南部市場管理課 

   電話 045(779)2009（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 17 年３月８日午前 10 時 45 分  横浜市庁舎８階経済局第１会議室 

    ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７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か月間の使用分について、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) 契約の条件 

   この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

  (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract:  

   Provision of approx.11,059,000kWh of electricity consumed by Yokohama City Southern Wholesale 

Market   

  (2) Date of tender：10:45 a.m.，8 March，2005  

  (3) Contact point for the notice:  

      Southern Wholesale Market Management Division, Economic Affairs Bureau, City of Yokohama, 

      1-1 Torihama-cho， Kanazawa-ku， Yokohama，236-0002  TEL 045(779)2009 

 

 

横浜市調達公告第 6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 17 年１月 25 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                                           

   横浜市立市民病院で使用する電力 約 9,200,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容                                       

   入札説明書による。                                     

 (3) 供給期間                                   

   平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所                                         

   保土ケ谷区岡沢町 56 番地                               

    横浜市立市民病院                                       

 (5) 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「電力」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 17 年２月３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) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得て

いる者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者である

こと。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者である

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 17 年２月３日 (ただし、実績調書等は平成 17 年２月 10 日) 午後５時まで           

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先                         

    〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地                     

    横浜市立市民病院管理部業務課   

    川合 電話 045 (331) 1961 内線 4613                 

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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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                                               
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   〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地                    

    横浜市立市民病院管理部業務課 

    電話 045 （331）1961 内線 4613 

(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 17 年３月 10 日午前 10 時 

  横浜市立市民病院管理棟１階会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月９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か月間の使用分について、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) 契約の条件 

   この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

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

13 Summary                                                  

 (1) Subject matter of the contract:                       

   Provision of approx.9,200,000kWh of electricity consumed by Yokohama Citizens Hospital      

(2) Date of tender: 10:00 a.m., 10 March, 2005 

 (3) Contact point for the notice: 

    Business Operation Division, Management Department, Yokohama Citizens Hospital,  

56 Okazawa-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 

    TEL 045 (331) 1961 

 

 

横浜市調達公告第７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17年１月25日 

                                               契約事務受任者 

                                  横浜市総務局長 大 谷 幸二郎 
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１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

      横浜市庁舎で使用する電力 約3,073,839 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

     入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成17年４月１日から平成18年３月31日まで 

  (4) 供給場所 

     中区港町１丁目１番地 

    横浜市庁舎 

  (5) 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「電力」に登録が認められている者で

あること。 

  (3) 平成17年２月３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) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行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17年２月３日（ただし、実績調書等は平成17年２月10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 

      横浜市総務局行政部総務課管理係 

      山本 電話 045(671)2082（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17年１月25日から平成17年２月17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 

      横浜市総務局行政部総務課管理係 

      電話 045(671)2082（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17年３月８日午後３時  横浜市庁舎３階総務局会議室 

    ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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か月間の使用分について、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) 契約の条件 

   この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

  (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 

      3,073,839kWh of electricity consumed by Yokohama City Hall 

  (2) Date of tender: 3:00p.m.,8 March,2005 

  (3) Contact point for the notice: General Affairs  

   Division, General Affairs Bureau, City of Yokohama, 

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

     TEL 045(671)2082 

 

 

横浜市調達公告第８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 17 年１月 25 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 

横浜市庁舎床面等清掃委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 
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 (3) 履行期間 

平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市庁舎 

 (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「建物管理」に登録が認められている者

で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。 

(3) 平成 17 年２月３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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 平成 16 年度当該業務について、正当な理由がなく、契約を締結しなかった者又は契約の解除を申し出た

者でないこと。 

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 17 年２月３日（ただし、履行体制等計画表は平成 17 年２月 21 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） 

佐藤麻紀 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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 

横浜市総務局行政部総務課 

電話 045(671)2082（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 17 年３月８日午前 11 時 横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着
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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。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、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は、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、最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 

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 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Floor cleaning of Yokohama City Hall, 1 Set 

(2) Date of tender: 11:00 a.m.,8 March, 2005 

(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９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17年１月25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 高反応性消石灰 約1,286,498キログラムの購入 

イ 飛灰処理用重金属固定剤 約103,119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17年４月１日から平成17年９月30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 
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(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 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 高反応性消石灰 約1,234,623キログラムの購入 

平成17年７月 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約98,960キログラムの購入 

    平成17年７月 

(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) 横浜市の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17年２月３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17年２月３日（ただし、実績調書等は平成17年２月10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17年１月25日から平成17年２月17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) 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17年３月８日午後２時 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        
14

イ 平成17年３月８日午後１時15分 

 (2) 場所 

    横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

     ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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) 契約の条件 

    この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

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

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx.1,286,498kg of Slaked Lime   

② Purchase of approx.103,119kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

 (2) Date of tender:  

  ① 2:00 p.m., 8 March, 2005  

  ② 1:15 p.m., 8 March, 2005   

(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10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17年１月25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239,048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17年４月１日から平成17年9月30日まで 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        
15

(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 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   排ガス処理用ダイオキシン生成抑制剤 約230,568キログラムの購入 

平成17年７月 

 (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) 横浜市の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17年２月３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17年２月３日（ただし、実績調書等は平成17年２月10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17年１月25日から平成17年２月17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17年３月８日午後３時45分 
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  横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

    ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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) 契約の条件 

    この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

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

13 Summary                                                   

(1) Subject matter of the contract: 

    Purchase of approx.239,048kg of Dioxin Inhibitor Immobilizing Agents 

(2) Date of tender: 3:45 p.m., 8 March, 2005 

(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11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17年１月25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 高反応性消石灰 約765,145キログラムの購入 

イ 飛灰処理用重金属固定剤 約130,274キログラムの購入 

(2) 物品の特質等                                               

入札説明書による。                                       

(3) 納入期間                                                  

平成17年４月１日から平成17年９月30日まで 

(4) 納入場所                                                   

都筑区平台27番１号 

横浜市環境事業局都筑工場 

(5) 納入方法 
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入札説明書による。 

 (6) 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広告予定時期 

  ア 高反応性消石灰 約736,349キログラムの購入 

    平成17年７月 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約125,372キログラムの購入 

    平成17年７月 

 (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) 横浜市の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17年２月３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17年２月３日（ただし、実績調書等は平成17年２月10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17年１月25日から平成17年２月17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17年３月８日午後２時 

イ 平成17年３月８日午後１時15分 
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 (2) 場所 

    横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

     ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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) 契約の条件 

    この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

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

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

  ①  Purchase of approx. 765,145kg of Slaked Lime  

   ②  Purchase of approx. 130,274kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

  (2) Date of tender:  

  ①  2:00 p.m.,8 March, 2005 

  ②  1:15 p.m.,8 March, 2005 

  (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12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17年１月25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750トンの購入 

  イ 炭酸ソ－ダ（その２） 約140トンの購入 

(2)  物品の特質等 

    入札説明書による。    
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 (3)  納入期間 

    平成17年４月１日から平成17年９月30日まで 

(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  横浜市中区南本牧４番地 

    南本牧排水処理施設 

  イ 横浜市泉区新橋町1,750-１ 

    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  

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 炭酸ソ－ダ（その１） 約750トンの購入 

    平成17年７月 

  イ  炭酸ソ－ダ（その２） 約140トンの購入 

平成17年７月 

 (7)  入札方法                                               

    第１号ア及びイ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) 横浜市の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1７年２月３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17年２月３日（ただし、実績調書等は平成17年２月10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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正
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午まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2)  交付場所     

   〒245-0001 横浜市泉区池の谷 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17年３月８日午後３時15分  横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary   

(1)  Subject matter of the contract:  

  ① Purchase of approx.750t of Soda(Part 1) 

    ② Purchase of approx.140t of Soda(Part 2)  

 (2)  Date of tender: 3:15 p.m.,8 March 2005  

 (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13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なう。 

   平成17年１月25日 

                                 契約事務受任者  

                                 横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 
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  ア 高反応性消石灰 約1,225,000キログラムの購入 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約200,500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17年４月1日から平成17年9月30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 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 高反応性消石灰 約1,209,920キログラムの購入 

    平成17年７月 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約195,600キログラムの購入 

    平成17年７月 

 (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なう。 

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「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17年２月３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17年２月３日（ただし、実績調書等は平成17年２月10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17年１月25日から平成17年２月17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 
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   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) 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17年３月８日午後２時 

イ  平成17年３月８日午後１時15分 

 (2) 場所 

横浜市財政局契約部入札室 （関内中央ビル２階） 

ただし、郵送による入札については、平成17年２月25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) 契約の条件 

    この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

 (4) 詳細は入札説明書による。 

13 Summary 

  (1) Subject matter of the contract: 

    ①  Purchase of approx. 1,225,000kg of Slaked Lime 

    ②  Purchase of approx. 200,500kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

 (2) Date of tender:  

  ① 2:00 p.m., 8 March, 2005  

  ② 1:15 p.m., 8 March, 2005   

(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14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 17 年１月 25 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 

    横浜市中央卸売市場本場内清掃委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所 

神奈川区山内町１番地 

横浜市中央卸売市場本場内 

 (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) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「建物管理」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 17 年２月３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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 平成 16 年度当該業務について、正当な理由がなく、契約を締結しなかった者又は契約の解除を申し出た

者でないこと。 

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 17 年２月３日（ただし、履行体制等計画表は平成 17 年２月 21 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） 

佐藤麻紀 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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 

〒221-0054 神奈川区山内町１番地 

横浜市経済局中央卸売市場本場管理課 

電話 045(459)3322（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 17 年３月８日午前 11 時 15 分 横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７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。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、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は、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、最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 

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 

設計図書に定める部分払いの基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Cleaning of Yokohama City Central Wholesale Market, 1 Set 

(2) Date of tender: 11:15 a.m., 8 March, 2005, 

(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 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 17 年１月 25 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 かせいソーダ（48%）溶液 約 970 トンの購入 

  イ 高分子凝集剤 約 148 トンの購入  
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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４月１日から平成 17 年９月 30 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 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア かせいソーダ（48%）溶液 約 970 トンの購入 

平成 17 年７月 

  イ 高分子凝集剤 約 157 トンの購入  

    平成 17 年７月 

 (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) 横浜市の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 17 年２月３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 17 年２月３日(ただし、実績調書等は平成 17 年２月 10 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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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） 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        
26

(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 17 年３月８日午後３時 30 分 

イ 平成 17 年３月８日午後２時 45 分 

 (2) 場所 

    横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

     ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７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) 契約の条件 

   この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

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

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract:  

①  Purchase of approx.970t of Liquid Caustic Soda 

② Purchase of approx.148t of Polymer   

  (2) Date of tender:  

① 3:30 a.m., 8 March, 2005  

② 2:45 a.m., 8 March, 2005  

  (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 
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横浜市調達公告第 16 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 17 年１月 25 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 129 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 17 年４月１日から平成 17 年９月 30 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 

   今後調達が予定される数量及び入札広告予定時期 

脱水設備用高分子凝集剤 約 136 トンの購入 

平成 17 年７月 

  (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) 横浜市の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 17 年２月３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 17 年２月３日（ただし、実績調書等は平成 17 年２月 10 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 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        
28

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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 17 年３月８日午後２時 45 分 横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

 (1) Subject matter of the contract:  

     Purchase of approx.129t of Polymer used for dewatering facilities   

  (2) Date of tender: 2:45 p.m., 8 March, 2005 

  (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 17 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17年１月25日 

契約事務受任者 

横浜市衛生局長 渡 辺 興 三 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市北部斎場で使用する電力 約 2,561,700 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

緑区長津田町５１２５番地の１ 

横浜市北部斎場 

 (5) 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「電力」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 17 年２月３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) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得て

いる者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者である

こと。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行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 17 年２月３日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市衛生局生活衛生部環境施設課施設係（横浜関内ビル４階） 

加藤 電話 045(671)2450（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17年１月25日から平成17年２月17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
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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 

横浜市衛生局生活衛生部環境施設課施設係（横浜関内ビル４階 ） 

電話 045(671)2450（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17年３月８日午後１時 横浜関内ビル４階衛生局大会議室 

ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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か月間の使用分について、検査終了後、その１か月間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) 契約の条件 

この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Provision of approx.2,561,700kWh of electricity 

Consumed by Yokohama City Northern District Crematory & Funeral Center 

(2) Date of tender: 1:00 p.m.、８March、2005 

(3) Contact point for the notice:  

   General Affairs Division、Public Health Bureau、 

1-1 Minato-cho、Naka-ku、Yokohama、231-0017、TEL 045(671)2450  

 

 

横浜市調達公告第 18 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17年１月25日 

契約事務受任者 
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横浜市環境事業局長 佐々木 五郎 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

環境事業局保土ケ谷工場で使用する電力 約 727,510 キロワットアワーの供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

平成17年４月１日から平成18年３月31日まで 

(4) 供給場所 

横浜市保土ケ谷区狩場町355番地 

環境事業局保土ケ谷工場 

(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｢電力｣に登録が認められている者であ

ること。 

(3) 平成17年１月25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) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行

っている者であること。 

(5) 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17年２月10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） 

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17年１月25日から平成17年２月17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) 

(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17年３月８日午後１時30分 松村ビル別館501会議室 

ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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か月間の使用分について、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) 契約の要件 

この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。  

 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Electoricity to use in Hodogaya Plant 

(2) Date of tender:１：30 p.m., 8 March, 2005 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Finance Bureau，City of Yokohama,1-1 Mi

nato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL (671)2249 

  

 

横浜市調達公告第 19 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17年１月25日 

契約事務受任者 

横浜市環境事業局長 佐々木 五郎 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

環境事業局都筑工場で使用する電力 約 203,280 キロワットアワーの供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 
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(3) 供給期間 

平成17年４月１日から平成18年３月31日まで 

(4) 供給場所 

横浜市都筑区平台27番１号 

環境事業局都筑工場 

(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｢電力｣に登録が認められている者であ

ること。 

(3) 平成17年１月25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) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行

っている者であること。 

(5) 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17年２月10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） 

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17年１月25日から平成17年２月17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 
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平成17年３月８日午後２時30分 松村ビル別館501会議室 

ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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か月間の使用分について、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) 契約の要件 

この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。  

 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Electoricity to use in Tsuzuki Plant 

(2) Date of tender:２：30 p.m., 8 March, 2005 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Finance Bureau，City of Yokohama,1-1 Mi

nato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL (671)2249 

  

 

横浜市調達公告第 20 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17年１月25日 

契約事務受任者 

横浜市環境事業局長 佐々木 五郎 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

環境事業局金沢工場及び下水道局南部汚泥処理センターで使用する電力 約517,370キロワットアワーの

供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

平成17年４月１日から平成18年３月31日まで 

(4) 供給場所 
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ア 横浜市金沢区幸浦二丁目７番１号 

環境事業局金沢工場(供給点) 

イ 横浜市金沢区幸浦一丁目９番 

下水道局南部汚泥処理センター 

(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｢電力｣に登録が認められている者であ

ること。 

(3) 平成17年１月25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) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行

っている者であること。 

(5) 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17年２月10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） 

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17年１月25日から平成17年２月17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17年３月８日午後２時00分 松村ビル別館501会議室 

ただし、郵送による入札については、平成17年３月７日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着の
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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か月間の使用分について、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) 契約の要件 

この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。  

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Electoricity to use in Kanazawa Plant and Nambu suludge treatment center 

(2) Date of tender:２：00 p.m., 8 March, 2005 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Finance Bureau，City of Yokohama,1-1 Mi

nato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL (671)2249 

  

 

横浜市調達公告第21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17年１月25日 

                                   契約事務受任者 

                                   横浜市経済局長 横山 悠 

１ 競争入札に付する事項 

  (1) 件名及び数量 

横浜市中央卸売市場食肉市場で使用する電力 約 2,760,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

   入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成17年４月１日から平成18年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   鶴見区大黒町３番53号 

   横浜市中央卸売市場食肉市場 

 (5) 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。 
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２ 入札参加資格 

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

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

規定により定めた資格を有する者であること。 

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

であること。 

 (3) 平成17年２月３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) 電気事業法（昭和39年法律第 170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であるこ

と。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行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17年２月３日（ただし、実績調書等は平成17年２月10日）午後５時まで 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

   〒230-0053 鶴見区大黒町３番53号 

   横浜市経済局中央卸売市場食肉市場管理課 

   鈴木 電話 045(511)0445（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

  指名通知後、指名通知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17年１月25日から平成17年２月17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 

   〒230-0053 鶴見区大黒町３番53号 

   横浜市経済局中央卸売市場食肉市場管理課 

   電話 045(511)0445（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17年３月８日午前11時 横浜市庁舎８階経済局第１会議室 

  ただし、郵送による入札については、平成17年３月７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か月間の使用分について、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) 契約の条件 

   この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

      Provision of approx. 2,760,000kWh of electricity 

      Consumed by Yokohama City Central Wholesale Meat Market 

  (2) Date of tender : 11:00a.m., 8 March, 2005 

  (3) Contect point for the notice : 

      Central Wholesale Meat Market Management Division, 

      Economic Affairs Bureau, City of Yokohama,  

 3-53 Daikoku-cho, Turumi-ku, Yokohama, 230-0053 

 TEL 045(511)0445 

 

 

横浜市調達公告第 22 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 17 年 1 月 25 日 

契約事務受任者 

横浜市下水道局長  金 子 宣 治 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市下水道局金沢下水処理場金沢ポンプ場で使用する電力 約 2,500,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

金沢区海の公園８番地 横浜市下水道局金沢下水処理場金沢ポンプ場 

 (5) 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「電力」に登録が認められている者

であること。 

(3) 平成 17 年２月３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) 電気事業法（昭和 39 年法律第 1 7 0号）第３条第１項の規定に 基づき一般電気事業者としての許可を得

ている者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であ

ること。 

(5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行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 17 年 2 月 3日（ただし、実績調書等は平成 17 年 2 月 10 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 

横浜市下水道局管理部施設管理課（関内中央ビル７階）     

電話 045(671)3969（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 17 年 1 月 25 日から平成 17 年 2 月 17 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 

横浜市下水道局管理部金沢下水処理場 

電話 045(773)3096（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 17 年３月９日午後２時 10 分 関内中央ビル 10 階横浜市下水道局 10-B 協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月８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
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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か月間の使用分について、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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Approx. 2,500,000kWh of electricity to use in Yokohama City 

Kanagawa Wastewater Treatment Plant Kanazawa Pumping Station 

(2) Date of tender: 2:10 p.m., 09 March, 2004 

(3) Contact point for the notice: Plant Management Sewage Works Bureau, City of Yokohama, 

1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3969 

 

 

横浜市調達公告第 23 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 17 年１月 25 日 

                                                 契約事務受任者 

                                 横浜市下水道局長 金 子 宣 治 

１ 競争入札に付する事項 

  (1) 件名及び数量 

       横浜市下水道局神奈川下水処理場保土ヶ谷ポンプ場で使用する電力 約 2,220,000 キロワットアワーの

供給 

 (2) 供給内容 

     入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

  (4) 供給場所 

     保土ヶ谷区天王町２丁目 43 番地 

    横浜市下水道局神奈川下水処理場保土ヶ谷ポンプ場 

  (5) 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「電力」に登録が認められている者で

あること。 

 (3) 平成 17 年２月３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
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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) 電気事業法（昭和 39 年法律第1 7 0号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得

ている者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であ

ること。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行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 17 年２月３日（ただし、実績調書等は平成 17 年２月 10 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 

      横浜市下水道局管理部施設管理課（関内中央ビル７階） 

春原 電話 045(671)3969（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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 

〒2 2 1 - 0 0 3 6神奈川区千若町１丁目１番地 

   横浜市下水道局管理部神奈川下水処理場 

電話 045(453)2641（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 17 年３月９日午後２時  関内中央ビル 10 階横浜市下水道局1 0 - B協議室 

    ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月８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 前金払その他契約金の支払方法 

 (1) 前金払 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        
42

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   １か月間の使用分について、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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

  (1) Subject matter of the contract: Approx. 2,220,000kWh 

       of electricity to use in Yokohama City Kanagawa 

       Wastewater Treatment Plant Hodogaya Pumping Station 

  (2) Date of tender:2:00 p.m., 9 March, 2005 

  (3) Contact point for the notice: Plant Management 

   Division, Sewage Works Bureau, City of Yokohama, 1-1 

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

     TEL 045(671)3969 

 

 

横浜市調達公告第 24 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 17 年１月 25 日 

契約事務受任者 

                                 横浜市下水道局長 金 子 宣 治 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市下水道局北部第二下水処理場・北部汚泥処理センター・環境事業局鶴見工場で使用する電力 約

1,400,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

鶴見区末広町１丁目６番８号 横浜市下水道局北部第二下水処理場 

鶴見区末広町１丁目６番１号 横浜市下水道局北部汚泥処理センター 

鶴見区末広町１丁目 15 番   横浜市環境事業局鶴見工場 

 (5) 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「電力」に登録が認められている者で

あること。 

(3) 平成 17 年２月３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。 
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(4) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得て

いる者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届け出を行っている者であ

ること。 

(５) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者である

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 17 年２月３日（ただし、実績調書等は平成 17 年２月 10 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 

横浜市下水道局管理部施設管理課（関内中央ビル７階） 

春原 電話 045(671)3969（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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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８号 

横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場 

電話 045(503)0201 

(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 17 年３月９日午後２時 20 分 関内中央ビル 10 階横浜市下水道局1 0 - B協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月８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。 
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(2) 契約金の支払方法 

1 か月間の使用分について、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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 1,400,000kWh of electricity to use   

     in Yokohama City Hokubudaini Wastewater Treatment Plant 

(2) Date of tender:2:20 p.m., 9 March, 2005 

(3) Contact point for the notice: Plant Management 

      Division, Sewage Works Bureau, City of Yokohama, 1-1 

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

   TEL 045(671)3969 

 

 

横浜市調達公告第 25 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 17 年 1 月 25 日 

                                   契約事務受任者 

                                    横浜市泉区長 池 田  輝 政 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

      泉区総合庁舎で使用する電力 約 2,148,481 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

     入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

  (4) 供給場所 

     泉区和泉町 4636 番地の２ 

    泉区総合庁舎 

  (5) 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「電力」に登録が認められている者で

あること。 

  (3) 平成 17 年１月 25 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) 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得て

いる者又は同法第 16 条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者である

こと。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること、又は当該業務の履行が可能な者である
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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 17 年２月 10 日 

   ただし、実績調書等は平成 17 年２月１7日午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

     〒245-0016 泉区和泉町 4636 番地の２ 

      横浜市泉区役所総務部総務課予算調整係 

      清水 電話 045（800）2313（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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 

〒245-0016 泉区和泉町 4636 番地の２ 

      横浜市泉区役所総務部総務課予算調整係 

      電話 045(800)2313（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 17 年３月 16 日 午後２時 

泉区総合庁舎３階３Ｂ会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 16 年３月 15 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 前金払その他契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   １か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 
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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) 契約の条件 

この契約は平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

  (4) 詳細は入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

 Provision of approx. 2,148,481kWh of electricity consumed by Yokohama City Izumi Ward Office 

(2) Date of tender: 

2:00 P.m., 16 March, 2005 

(3) Contact point for the notice:  

General Affairs Division, Izumi Word Office, 

      4636-2 Izumi-cho, Izumi-ku, Yokohama, 245-0016 

      TEL 045(800)2313 

 

 

横浜市調達公告第 26 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 17 年１月 25 日                                       

                                  契約事務受任者 

                                   横浜市立市民病院長  福 島 恒 男 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量                                           

   横浜市立市民病院清掃及び清潔管理業務委託 一式 

 (2) 業務内容                                       

   入札説明書による。                                     

 (3) 履行期間                                   

   平成 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所         

保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

    横浜市立市民病院                                       

 (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) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「建物管理」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 17 年２月３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) 当該病院又はこれと同等の施設を有する病院で、手術室及び集中治療室等の清潔区域を含む清掃を過去

５年以内に行った実績を有する者であること。 

 (5) 医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第９条の 15 に掲げる条件をすべて満たしている者である

こと。 

(6) 平成 16 年度当該業務について、正当な理由がなく、契約を締結しなかった者又は契約の解除を申し出た
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者でないこと。 

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 17 年２月３日午後５時まで           

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先                         

    〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地                     

    横浜市立市民病院管理部業務課   

    小高 電話 045 (331) 1961 内線 4613                 

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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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                                               

   〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地                    

    横浜市立市民病院管理部業務課 

    電話 045（331）1961 内線 4613 

 (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 17 年３月８日午前 11 時 

  横浜市立市民病院がん検診センター４階講堂 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月７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。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、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は、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、最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  

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 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        
48

   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

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) 契約の条件 

   この契約は、平成 17 年度横浜市各会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

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

13 Summary                                                  

(1) Subject matter of the contract:  

Cleaning of Yokohama Citizens Hospital, 1 Set          

(2) Date of tender: 11:00 a.m., ８ March, 2005 

(3) Contact point for the notice: 

      Business Operation Division, Management Department, Yokohama Citizens Hospital,  

56 Okazawa-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 

    TEL 045 (331) 1961 

 

 

横浜市調達公告第27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17年１月25日                                       

                                      契約事務受任者 

                            横浜市立脳血管医療センター長  山本正博 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約3,700,000キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容                                       

   入札説明書による。                                     

 (3) 供給期間                                   

   平成17年４月１日から平成18年３月31日まで 

 (4) 供給場所                                         

   磯子区滝頭一丁目２番１号                               

      横浜市立脳血管医療センター                            

 (5) 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「電力」に登録が認められている者で

あること。    

 (3) 平成17年２月３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) 電気事業法（昭和39年法律第170号） 第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得てい

る者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。 

 (5) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者又は当該業務の履行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
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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17年２月３日 (ただし、実績調書等は平成17年２月10日) 午後５時まで           

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先                         

      〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号                   

      横浜市立脳血管医療センター管理課                 

菊川 電話045 (753) 2617 内線 2316          

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17年１月25日から平成17年２月17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                                               

   〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号                   

      横浜市立脳血管医療センター管理課                         

電話 045（753）2617                             

(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17年３月10日午後２時 

  横浜市立脳血管医療センター２階会議室 

   ただし、郵送による入札については、平成17年３月９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か月間の使用分について、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                            
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    要する。                                 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成17年度横浜市各会計予算が平成17年３月31日までに横浜市議会において可決された上、

同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

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

13 Summary                                                  

 (1) Subject matter of the contract:                       

    Provision of approx.3,700,000kWh of electricity  

      consumed by Yokohama Stroke and Brain Center      

  (2) Date of tender: 2:00 p.m., 10 March, 2005 

 (3) Contact point for the notice: 

      Management Division, Yokohama Stroke and Brain Center,1-2-1 Takigasira,Isogo-ku, Yokohama, 

235-0012 

      TEL 045 (753) 2617 

 

 

横浜市調達公告第28号 

   一般競争入札の施行中止 

平成16年12月21日発行第44号横浜市報調達公告版における調達公告第228号により公告した次の一般競争入札に

ついて、入札の施行を中止する。 

   平成17年１月25日 

                                  契約事務受任者 

                                  横浜市財政局長 深 川 邦 昭 

１ 工事番号 

    ３６０７ 

２ 工事件名 

    南部処理区根岸地区下水道再整備工事（その10） 
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水道局調達公告第１号 

一般競争入札の施行 

次のとおり、工事番号4 7 8番から4 8 4番の計７件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成 17 年１月 25 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 金 近 忠 彦  

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）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) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 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水道局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) 横浜市水道局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水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横

浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得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、イの期間に横浜市水道局管財部契約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 17 年１月 28 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 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧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 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において入札書を提出すること。また、郵便による入札は認めな

い。 

(3) 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。 

(4) 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。 

(5) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局低入札価格取扱要綱に定め

る書類（第１号様式から第 12 号様式まで。平成 16 年８月 31 日に改正された最新のものを用いること。）を

各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書類を入札担当者へ提出す

ること。なお、当該書類は入札時以降も提出を求める場合があるので、入札後も落札決定までの期間は各自

保管するものとする。 

(6) 前号に定める書類は、入札書の裏面の工事費内訳書に記載した各項目の内容に対応したものを提出するこ

と。 

(7) 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

水 道 局 
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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。 

(8) 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当局職員を立ち会わせるものとする。 

(9) 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。 

(10)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。 

(11)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地、商

号又は名称及び代表者名を記載して入札を行い、共同企業体協定書兼委任状をあわせて提出すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第 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) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３( 4 )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 

(4) 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 

(5) 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 

(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 

(8) ３(10)及び(11)に定める方法によらない入札 

(9) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行う場合に、３( 5 )及び( 6 )に定める方法によらな

い入札 

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最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) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 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 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最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、入札日

（(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、横浜市水道局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最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、横浜市水道局低入札価格取扱要綱に定める書類を、入札時

（(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、提出を求めた日時まで）に提出し、
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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、落札となるべき同価の入札をした者（(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く。）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

事務に関係のない当局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)入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局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最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、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得第 27 条及び

第 28 条の規定による。 

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「する（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、「する（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) 入札を執行し、落札者が決定したときは、当局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。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術者の

変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参加資格

（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

(6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退することは

できないものとする。 

(7) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、正当な理由なく落札

者となることを辞退した場合、又は、５( 4 )又は５( 8 )に定める書類を提出しない場合は、横浜市水道局

一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

(8) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の前払金

に関する規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加

者心得等に定めるところによるものとする。 
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４７８

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

平成１７年２月１６日（水）　午前１０時４５分

前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

該当する

６１，９５０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

４３，３６５，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

注 意 事 項

①設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場合は、平成１７年２月３日

午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。②調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局低

入札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで。平成１６年８月３１日に改正された最新のものを

用いること）を各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書類を入札担当者へ提

出すること。提出できない場合は、当該入札者の入札を無効とする。③配置する技術者は、当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。　　　

入

札

参

加

資

格

工 事 番 号

工 事 件 名

施 工 場 所

①設計図書代金領収書（写）　②配置技術者（変更）届出書　③主任技術者を配置する場合は、配置する技術者

戸塚区小雀町２４７０番地

契約締結後　１２０日間

水処理設備工事

工 期

予 定 価 格

調 査 基 準 価 格

技術者の専任配置

提 出 書 類

設計図書の購入先・申込期限

そ の 他

契 約 担 当 課

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

横浜市水道局設備課

横浜市水道局契約課　電話　０４５－６７１－３０６０

入札及び開札日時

入札及び開札場所

支 払 い 条 件

工 事 担 当 課

工実績を有するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※①及び②の条件を有すること。

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。

④【入札参加資格その他】の①については、施工実績調書（工事内容欄に、設備に関する能力、機種形式、台数

、用途、納入年月、稼動年月、実運転時間等を記入すること。）、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カル

の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者

講習終了証の写し（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）。　　

水道施設工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、①直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、②当該雇用期間
が３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。

①平成６年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上水道事業にお

ること。また、機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。

ける浄水場、又は類似施設(下水道施設等)の薬品注入設備の設置工事の元請としての施

②本工事において製作・設置する塩素注入設備について、設備システムを設計できる部
門並びに工事、技術管理及び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら施工及び監理でき

横浜市中区真砂町２丁目２２番地　関内中央ビル民間側５階　Ｄ５０１会議室

テ受領書の写し等）。⑤【入札参加資格その他】の②については、正従業員数（設計・製造・検査業務従事者数

及び設計部署・設計技術者数）、アフターサービス体制が確認できる組織表。　　　　　　　　　　　　　　　

㈱創　㈱福寿企画　　平成１７年１月２８日（金）　午後５時００分まで

小雀塩素注入設備改良工事

工 事 概 要

・機器製作(塩素注入設備） 一式
・据付配管配線工事 　　　一式
・建屋築造　　　　　　　　一式
・ソフト改良(小雀計算機） 一式
・試験調整　　　　　　　　一式

54
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４７９

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

平成１７年２月１６日（水）　午前１１時００分

前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

該当する

工 事 番 号

工 事 件 名 鶴ヶ峰活性炭設備改良工事（その１）〔注入設備〕

施 工 場 所 旭区鶴ヶ峰本町二丁目３９番１号

工 事 概 要

・機器製作　　　一式
・機器据付工事　一式
・配管工事　　　一式
・電気工事　　　一式
・土木工事　　　一式
・複合工事　　　一式

工 期 契約締結後　６０日間

予 定 価 格 ５３，８７０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調 査 基 準 価 格 ３７，７０９，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

水処理設備工事

技術者の専任配置
水道施設工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、①直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、②当該雇用期間
が３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。

そ の 他

①平成６年４月１日以降に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内の上水道事業にお
ける浄水場、又は類似施設(下水道施設等)の薬品注入設備の設置工事の元請としての施
工実績を有するもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②本工事において製作・設置する活性炭注入設備について、設備システムを設計できる
部門並びに工事、技術管理及び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら施工及び監理で
きること。また、機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。

※①及び②の条件を有すること。

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　③主任技術者を配置する場合は、配置する技術者

の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者

講習終了証の写し（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【入札参加資格その他】の①については、施工実績調書（工事内容欄に、設備に関する能力、機種形式、台数

、用途、納入年月、稼動年月、実運転時間等を記入すること。）、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カル

テ受領書の写し等）。⑤【入札参加資格その他】の②については、正従業員数（設計・製造・検査業務従事者数

及び設計部署・設計技術者数）、アフターサービス体制が確認できる組織表。　　　　　　　　　　　　　　　

設計図書の購入先・申込期限
㈲新日本プリント　㈱日本テクノス　　平成１７年１月２８日（金）　午後５時００分まで

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時

入札及び開札場所 横浜市中区真砂町２丁目２２番地　関内中央ビル民間側５階　Ｄ５０１会議室

支 払 い 条 件

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

注 意 事 項

①設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場合は、平成１７年２月３日

午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。②調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局

低入札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで。平成１６年８月３１日に改正された最新のもの

を用いること）を各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書類を入札担当者へ

提出すること。提出できない場合は、当該入札者の入札を無効とする。③配置する技術者は、当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。　

工 事 担 当 課 横浜市水道局鶴ヶ峰浄水事務所

契 約 担 当 課 横浜市水道局契約課　電話　０４５－６７１－３０６０
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４８０

登 録 工 種 上水道

格 付 等 級 Ａ

登 録 細 目

所 在 地 区 分 市内

平成１７年２月１６日（水）　午前９時３０分

前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

該当する

工 事 番 号

工 事 件 名 高島線φ７００㎜配水管改良工事

施 工 場 所 中区花咲町２丁目６５番地の６先から花咲町３丁目８９番地の１先まで　ほか２か所

工 事 概 要

・配水管新設工事　一式
　新設配水管布設ＤＩＰ（Ｓ）　φ７００㎜　４２４ｍ　ほか
・配水管撤去工事　一式
・路面復旧工事　　一式
・材料費　　　　　一式

工 期 契約締結後　２７０日間

予 定 価 格 １８９，０３０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調 査 基 準 価 格 １３２，３２１，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

上水道工事

技術者の専任配置
土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、①直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、②当該雇用期間
が３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。

そ の 他

平成６年４月１日から入札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径４００㎜管
以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比
率が２０％以上のものに限る。）。
　
※元請実績については、官公庁発注工事で１００万円以上の契約実績に限る。

　

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　③主任技術者を配置する
場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し
等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２
９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施工実績調書及び施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受領書の写し等）。
　
　
　

設計図書の購入先・申込期限
関東コピー㈱　㈱日本テクノス　　平成１７年１月２８日（金）　午後５時００分まで

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時

入札及び開札場所 横浜市中区真砂町２丁目２２番地　関内中央ビル民間側５階　Ｄ５０１会議室

支 払 い 条 件

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

注 意 事 項

①設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場合
は、平成１７年２月３日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。　　　　　　
②調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局低入札価格取扱要綱に定める書
類（第１号様式から第１２号様式まで。平成１６年８月３１日に改正された最新のものを用い
ること）を各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書
類を入札担当者に提出すること。提出できない場合は、当該入札者の入札を無効とする。　　

工 事 担 当 課 横浜市水道局北部配水管理所

契 約 担 当 課 横浜市水道局契約課　電話　０４５－６７１－３０６０
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４８１

登 録 工 種 上水道

格 付 等 級 Ａ

登 録 細 目

所 在 地 区 分 市内

平成１７年２月１６日（水）　午前９時４５分

前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

該当する

工 事 番 号

工 事 件 名 鶴見線φ２００㎜配水管改良工事　ほか３か所

施 工 場 所 鶴見区寺谷一丁目１４番１４号先から豊岡町３番２２号先まで　ほか３か所

工 事 概 要

・配水管新設工事　一式
　新設配水管布設　ＤＩＰ（ＮＳ）　φ２００㎜　３５７ｍ　ほか
・配水管撤去工事　一式 　・立坑築造・撤去工事 一式
・管挿入工事　　　一式 　・路面復旧工事 　　　一式
・材料費　　　　　一式

工 期 契約締結後　３３０日間

予 定 価 格 １４３，２７０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調 査 基 準 価 格 １００，２８９，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

上水道工事

技術者の専任配置
土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、①直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、②当該雇用期間
が３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。

そ の 他

①平成１１年４月１日から入札日までの間に、当局上水道工事の入札者として指名を受
けたことのあるもの。
②平成６年４月１日から入札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００mm
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資
比率が２０％以上のものに限る。）。
③平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布
設工事（口径１００㎜管以上）の下請実績を有するもの。

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。
※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。
※②については、官公庁発注工事に限る。

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　③主任技術者を配置する
場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し
等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２
９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【入札参加資格
その他】の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受
領書の写し等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された
部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。

設計図書の購入先・申込期限
㈱福寿企画　㈱創　　平成１７年１月２８日（金）　午後５時００分まで

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時

入札及び開札場所 横浜市中区真砂町２丁目２２番地　関内中央ビル民間側５階　Ｄ５０１会議室

支 払 い 条 件

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

注 意 事 項

①設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場合
は、平成１７年２月３日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。　　　　　　
②調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局低入札価格取扱要綱に定める書
類（第１号様式から第１２号様式まで。平成１６年８月３１日に改正された最新のものを用い
ること）を各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書
類を入札担当者に提出すること。提出できない場合は、当該入札者の入札を無効とする。　　

工 事 担 当 課 横浜市水道局北部配水管理所

契 約 担 当 課 横浜市水道局契約課　電話　０４５－６７１－３０６０
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４８２

登 録 工 種 上水道

格 付 等 級 Ａ

登 録 細 目

所 在 地 区 分 市内

平成１７年２月１６日（水）　午前１０時００分

前金払 する（一括） 部分払 １回 契約保証 要求

該当する

工 事 番 号

工 事 件 名 （仮称）影取線φ７００㎜配水管新設工事（その７）

施 工 場 所 戸塚区俣野町９０番地先から深谷町２５番地先まで

工 事 概 要

・材料費　　　　　　　　　一式
・土工事　　　　　　　　　一式
・配水管新設工　　　　　　一式
　新設配水管布設　ＤＩＰ（Ｓ・ＫＦ）　φ７００mm ４７１ｍ　ほか
・配水管仮設・撤去工 　　一式
・路面復旧工　　　　　　　一式

工 期 契約締結後　２１０日間

予 定 価 格 １００，７４０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調 査 基 準 価 格 ７０，５１８，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

上水道工事

技術者の専任配置
土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、①直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、②当該雇用期間
が３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。

そ の 他

①平成１１年４月１日から入札日までの間に、当局上水道工事の入札者として指名を受
けたことのあるもの。
②平成６年４月１日から入札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００mm
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資
比率が２０％以上のものに限る。）。
③平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布
設工事（口径１００㎜管以上）の下請実績を有するもの。

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。
※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。
※②については、官公庁発注工事に限る。

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　③主任技術者を配置する
場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し
等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２
９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【入札参加資格
その他】の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受
領書の写し等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された
部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。

設計図書の購入先・申込期限
㈱福寿企画　関東コピー㈱　　平成１７年１月２８日（金）　午後５時００分まで

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時

入札及び開札場所 横浜市中区真砂町２丁目２２番地　関内中央ビル民間側５階　Ｄ５０１会議室

支 払 い 条 件

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

注 意 事 項

①設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場合
は、平成１７年２月３日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。　　　　　　
②調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局低入札価格取扱要綱に定める書
類（第１号様式から第１２号様式まで。平成１６年８月３１日に改正された最新のものを用い
ること）を各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書
類を入札担当者に提出すること。提出できない場合は、当該入札者の入札を無効とする。　　

工 事 担 当 課 横浜市水道局南部配水管理所

契 約 担 当 課 横浜市水道局契約課　電話　０４５－６７１－３０６０
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４８３

登 録 工 種 上水道

格 付 等 級 Ａ

登 録 細 目

所 在 地 区 分 市内

平成１７年２月１６日（水）　午前１０時１５分

前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

該当する

工 事 番 号

工 事 件 名 田奈高区～奈良高区φ５００㎜配水管新設工事（その３）

施 工 場 所 青葉区桂台二丁目５番地の１先から３９番地の１先まで

工 事 概 要

・材料費　　　　一式
・新設工事　　　一式
　配水管布設工　ＤＩＰ（ＫＦ・Ｓ）　φ５００㎜　５２４ｍ　ほか
・路面復旧工事　一式
　

工 期 契約締結後　１６０日間

予 定 価 格 ８１，８９０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調 査 基 準 価 格 ５７，３２３，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

上水道工事

技術者の専任配置
土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、①直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、②当該雇用期間
が３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。

そ の 他

①平成１１年４月１日から入札日までの間に、当局上水道工事の入札者として指名を受
けたことのあるもの。
②平成６年４月１日から入札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００mm
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資
比率が２０％以上のものに限る。）。
③平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布
設工事（口径１００㎜管以上）の下請実績を有するもの。

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。
※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。
※②については、官公庁発注工事に限る。

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　③主任技術者を配置する
場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し
等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２
９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【入札参加資格
その他】の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受
領書の写し等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された
部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。

設計図書の購入先・申込期限
東洋製図工業㈱　㈲リバーストン　　平成１７年１月２８日（金）　午後５時００分まで

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時

入札及び開札場所 横浜市中区真砂町２丁目２２番地　関内中央ビル民間側５階　Ｄ５０１会議室

支 払 い 条 件

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

注 意 事 項

①設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場合
は、平成１７年２月３日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。　　　　　　
②調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局低入札価格取扱要綱に定める書
類（第１号様式から第１２号様式まで。平成１６年８月３１日に改正された最新のものを用い
ること）を各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書
類を入札担当者に提出すること。提出できない場合は、当該入札者の入札を無効とする。　　

工 事 担 当 課 横浜市水道局西部配水管理所

契 約 担 当 課 横浜市水道局契約課　電話　０４５－６７１－３０６０
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４８４

登 録 工 種 上水道

格 付 等 級 Ａ

登 録 細 目

所 在 地 区 分 市内

平成１７年２月１６日（水）　午前１０時３０分

前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

該当する

工 事 番 号

工 事 件 名 神奈川線φ３００㎜配水管改良工事

施 工 場 所 神奈川区台町１２番地の３先から鶴屋町１丁目１番地の７先まで

工 事 概 要

・配水管新設工事　一式　
　新設配水管布設　ＤＩＰ（Ｓ２）　φ３００㎜　２０９ｍ　ほか
・配水管撤去工事　一式
・立坑築造・撤去工事 　一式 　・管挿入工事 　一式
・路面復旧工事　　　　　一式 　・材料費 　　　一式　

工 期 契約締結後　２４０日間

予 定 価 格 ５５，２９０，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調 査 基 準 価 格 ３８，７０３，０００円　（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

入

札

参

加

資

格

上水道工事

技術者の専任配置
土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、①直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、②当該雇用期間
が３か月間経過しており、③他の工事に従事していない者でなければならない。

そ の 他

①平成１１年４月１日から入札日までの間に、当局上水道工事の入札者として指名を受
けたことのあるもの。
②平成６年４月１日から入札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００mm
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資
比率が２０％以上のものに限る。）。
③平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布
設工事（口径１００㎜管以上）の下請実績を有するもの。

※①、②、③について、そのいずれかを有すること。
※②、③について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。
※②については、官公庁発注工事に限る。

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　③主任技術者を配置する
場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し
等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（平成１６年２月２
９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【入札参加資格
その他】の②の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カルテ受
領書の写し等）。⑤【入札参加資格その他】の③の場合、施工実績調書並びに施工内容
の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された
部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。

設計図書の購入先・申込期限
㈱ワイシー・ドキュメント　㈲新日本プリント　　平成１７年１月２８日（金）　午後５時００分まで

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時

入札及び開札場所 横浜市中区真砂町２丁目２２番地　関内中央ビル民間側５階　Ｄ５０１会議室

支 払 い 条 件

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

注 意 事 項

①設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場合
は、平成１７年２月３日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。　　　　　　
②調査基準価格未満の金額で入札を行う場合は、横浜市水道局低入札価格取扱要綱に定める書
類（第１号様式から第１２号様式まで。平成１６年８月３１日に改正された最新のものを用い
ること）を各３部入札の際に持参すること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該書
類を入札担当者に提出すること。提出できない場合は、当該入札者の入札を無効とする。　　

工 事 担 当 課 横浜市水道局北部配水管理所

契 約 担 当 課 横浜市水道局契約課　電話　０４５－６７１－３０６０
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水道局調達公告第２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 17 年１月 25 日  

横浜市水道事業管理者     

水道局長 金 近 忠 彦   

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

ア 水道用ポリ塩化アルミニウム 約 7,110 トンの購入 

イ 水道用次亜塩素酸ナトリウム 約 4,320 トン及び水道用高純度次亜塩素酸ナトリウム 約 250 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 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

(4) 納入場所 

横浜市水道局浄水部小雀浄水場ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(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、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) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 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 17 年２月３日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市水道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 17 年２月３日（ただし、実績調書等は平成 17 年２月 11 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 

横浜市水道局管財部契約課契約係（関内中央ビル４階） 

梅原 電話 045(671)3063（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 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正
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午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

電話 045(671)3063（直通） 

(3) 交付方法 

有償（5 0 0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

する納入通知書で、横浜市水道局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 17 年３月９日午前 10 時 30 分 

イ 平成 17 年３月９日午前 10 時 50 分 

(2) 場所 

横浜市水道局管財部契約課入札室 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月８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) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

横浜市水道局契約規程第 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、合格した数量に対する請求により支払う。 

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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市水道事業会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決

された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 7,110t of Polyaluminum chloride for coagulation-sedimentation in 

 the process of water treatment 

② Purchase of approx. 4,320t of Sodium Hypochlorite for disinfection in the process of 

water treatment and approx. 250t of high purity Sodium Hypochlorite for disinfection 

in the process of water treatment 

(2) Date of tender: 

① 10:30 a.m., 9 March, 2005 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        63

② 10:50 a.m., 9 March, 2005 

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

  1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)3063 

 

 

水道局調達公告第３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 17 年１月 25 日 

横浜市水道事業管理者     

水道局長 金 近 忠 彦   

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

ア 水道用ポリ塩化アルミニウム 約 3,800 トンの購入 

イ 水道用次亜塩素酸ナトリウム 約 1,950 トン及び水道用高純度次亜塩素酸ナトリウム 約 200 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 17 年４月１日から平成 18 年３月 31 日まで 

(4) 納入場所 

横浜市水道局浄水部西谷浄水場ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(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、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) 横浜市水道局契約規程（昭和 39 年４月水道局規程第 16 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 17 年２月３日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市水道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 17 年２月３日（ただし、実績調書等は平成 17 年２月 11 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 

横浜市水道局管財部契約課契約係（関内中央ビル４階） 

梅原 電話 045(671)3063（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
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する。 

６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

平成 17 年１月 25 日から平成 17 年２月 17 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 

横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

電話 045(671)3063（直通） 

(3) 交付方法 

有償（5 0 0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

する納入通知書で、横浜市水道局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 17 年３月９日午前 10 時 40 分 

イ 平成 17 年３月９日午前 11 時 

(2) 場所 

横浜市水道局管財部契約課入札室 

ただし、郵送による入札については、平成 17 年３月８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) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

横浜市水道局契約規程第 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、合格した数量に対する請求により支払う。 

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) 契約の条件 

この契約は、平成 17 年度横浜市水道事業会計予算が平成 17 年３月 31 日までに横浜市議会において可決

された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 3,800t of Polyaluminum chloride for coagulation-sedimentation in 

 the process of water treatment 

② Purchase of approx. 1,950t of Sodium Hypochlorite for disinfection in the process of  
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water treatment and approx. 200t of high purity Sodium Hypochlorite for disinfection  

in the process of water treatment 

(2) Date of tender: 

① 10:40 a.m., 9 March, 2005 

② 11:00 a.m., 9 March, 2005 

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

 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)3063 

 

水道局調達公告第４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 17 年１月 25 日 

                                   横浜市水道事業管理者 

水道局長 金 近 忠 彦 

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 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（新品）

5,000 個の購入 

横浜市水道局

管財部契約課 

中区港町１丁

目１番地 

平成16年

11月30日

愛知時計電機株式会

社横浜営業所 

中区尾上町５丁目

77 番地の２ 

円

11,340,000

一般競争

入札 

平成16年

10月５日

－ 

２ 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）4,000 個及

び（Ｂバータ

ー）6,000 個の

購入 

同 同 高畑精工株式会社 

東京都板橋区大原

町35番２号 

14,868,000同 同 － 

３ 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）4,500 個及

び（Ｂバータ

ー）6,500 個の

購入 

同 同 高畑精工株式会社 

東京都板橋区大原

町35番２号 

16,542,750同 同 － 

４ 口径20ミリメ

ートル水道デ

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）5,500 個及

び（Ｂバータ

ー）7,500 個の

購入 

同 同 株式会社ニッコク

東京支店 

東京都港区六本木

六丁目 17 番１号 

19,456,500同 同 － 

５ 口径25ミリメ

ートル水道デ

同 同 愛知時計電機株式

会社横浜営業所 

7,711,200同 同 － 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        66

ジタルメータ

ー（Ａバータ

ー）1,600 個及

び（Ｂバータ

ー）2,400 個の

購入 

中区尾上町５丁目

77 番地の２ 

６ 財務会計シス

テムプログラ

ム変更等委託 

一式 

同 平成16年

12月２日

日本電気株式会社

神奈川支社 

西区みなとみらい

二丁目３番５号 

38,571,750随意契約－ 政府調

達に関

する協

定（平

成７年

条約第23

号）第15

条第１

項

（ｄ） 
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交通局調達公告第３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 17 年１月 25 日 

                                    横浜市交通事業管理者 

                                    交通局長 魚 谷 憲 治 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

     一般乗合自動車 平成 16 年度第２次購入 34 両 

 (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 日まで 

 (4) 納入場所 

   入札説明書による。 

 (5) 入札方法 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

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

で、かつ、Ａ等級に格付けされているものであること。 

 (3) 平成 17 年１月 25 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) 当該仕様物品を納入することが可能であること。 

 (5) 購入物品を納入後、修理、点検、保守、その他サービス及び部品供給について長期（12 年程度）にわた

り適切かつ迅速に対応できる体制が整備されていることを証明できること。 

  

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 17 年１月 31 日（ただし、車両主要諸元表等は平成 17 年２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 

   横浜市交通局総務部財務課（関内中央ビル７階） 

   岡部 電話 045(671)3174（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 

交 通 局 



横浜市報調達公告版 

                                第４号 平成 17 年１月 25 日発行 

                                                    

                        68

 (1) 交付期間                                               

   平成 17 年１月 25 日から平成 17 年２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２時まで） 

 (2) 交付場所 

   〒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）           

   電話 045(671)3174（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、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 

 (1) 日時 

   平成 17 年２月８日午前 10 時 

 (2) 場所 

   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 17 年２月７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 

   納品検査終了後、請求に基づき支払う。 

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 bus Quantity 34 

 (2) Date of tender:  

   10:00 ａ.m., ８ February,2005 

 (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)3174 
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平成17年調達公告版第３号26ページ工事番号３６４２の提出書類に、「④工事完成検査結果通知書の写し（た

だし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者は提出不要。）」を追加する。 

 

平成17年調達公告版第３号31ページ工事番号３６４７の提出書類に、「④工事完成検査結果通知書の写し（た

だし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者は提出不要。）」を追加する。 

 

平成17年調達公告版第３号32ページ工事番号３６４８の提出書類に、「④工事完成検査結果通知書の写し（た

だし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者は提出不要。）」を追加する。 

 

平成17年調達公告版第３号34ページ工事番号３６５０の提出書類に、「④工事完成検査結果通知書の写し（た

だし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の設備部門に登載されている者は提出不要。）」を追加する。 

 

 

正 誤 


