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第６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一般競争入札の施行 

（「広報よこはま」区版と市版 約18,439,200部の印刷ほか）･･････････････････････････････････３ 

△ 同（新税務システム端末機器 一式の借入）･････････････････････････････････････････････････４ 

△ 同（デジタル複合機 19台の借入）･････････････････････････････････････････････････････････６ 

△ 同（「広報よこはま」配送（北部） ほか１件）･････････････････････････････････････････････８ 

△ 同（ダイオキシン類分析装置 一式の借入）･････････････････････････････････････････････････10 

△ 同（人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ａ型（Ｔ－14用） 520組の製造 ほか１件）･･････････････････････11 

△ 同（ポリ塩化アルミニウム溶液（10％） 約 480,000 キログラムの購入）･･･････････････････････13 

△ 同（焼却設備用白灯油 約822,000リットルの購入）･･････････････････････････････････････････16 

△ 同（焼却設備用微粉炭 約1,592トンの購入）････････････････････････････････････････････････18 

△ 同（かせいソーダ溶液(48%) 約804トンの購入ほか１件）･････････････････････････････････････20 

△ 同（高分子凝集剤 約143トンの購入）･･････････････････････････････････････････････････････22 

△ 同（給食残さ収集運搬業務委託（鶴見区ほか４区） ほか２件）･･･････････････････････････････24 

△ 同（小型ごみ収集車（破砕機付）その１  ６台の借入 ほか５件）･････････････････････････････26 

△ 同（小型ごみ収集車（回転板式）その１ ７台の借入 ほか２件）･････････････････････････････28 

△ 同（ＣＮＧ小型ごみ収集車（破砕機付）その１ ５台の借入 ほか１件）･･･････････････････････30 

△ 同（ＣＮＧ小型ごみ収集車（回転板式） ８台の借入）･･･････････････････････････････････････32 

△ 同（炭酸ソーダ(その１) 約 740 トンの購入ほか１件）･･･････････････････････････････････････34 

△ 同（覆土材（切砕 約7,425立方メートル及び再生路盤材 約4,925立方メートル）の購入）･･･････36 

△ 同（高反応性消石灰 約1,177,000キログラムの購入）････････････････････････････････････････38 

△ 同（高反応性消石灰 約447,750キログラムの購入）･･････････････････････････････････････････40 

△ 同（高反応性消石灰 約1,405,000キログラムの購入ほか１件）････････････････････････････････42 

△ 同（高反応性消石灰 約732,228キログラムの購入）･･････････････････････････････････････････44 

△ 同（横浜市中央卸売市場本場内清掃委託）･･･････････････････････････････････････････････････46 

△ 同（横浜市中央卸売市場食肉市場汚水処理施設運転管理委託）･････････････････････････････････48 

△ 同（寝具Ａ 一式の借入 ほか３件）･･･････････････････････････････････････････････････････50 

△ 同（横浜市収入証紙自動発売機 18台の借入）･･･････････････････････････････････････････････51 

△ 同（コピー用紙（再生紙）Ａ４ 約14,400箱）･･･････････････････････････････････････････････53 

△ 同（教育委員会事務局使送業務（北部方面）委託 ほか２件）･････････････････････････････････55 

△ 同（横浜市港湾局出田町ふ頭で使用する電気 約4,500,000キロワットアワーの供給）････････････57 

△ 同（磯子区総合庁舎で使用する電力 約2,988,000キロワットアワーの供給）････････････････････59 

△ 同（都筑区総合庁舎で使用する電力 約2,633,000キロワットアワーの供給）････････････････････61 

△ 同（泉区総合庁舎で使用する電力 約2,139,041キロワットアワーの供給）･･････････････････････62 

△ 同（横浜市中央図書館で使用する電力 約4,984,000キロワットアワーの供給）･･････････････････64 

 

【水道局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 （口径13ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）12,500個の購入 ほか10件）･････････67 

△ 一般競争入札の施行 

（口径13ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）6,000個の購入 ほか17件）･･････････69 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

（ガスクロマトグラフ質量分析システム 一式の借入 ほか１件）･････････････････････････････72 

 

【交通局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行（平成18年度 バス用タイヤ整備Ａ 一式 ほか３件）･･･75 

△ 同（軽油（４月～６月分）第１ブロック 約 1,198キロリットルの購入 ほか３件）･････････････77 

△ 特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････79 
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【病院経営局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

（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）･･･････････････････80 

△ 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）･･･････････････････････････････････････81 

△ 同（横浜市立脳血管医療センター清掃及び清潔管理業務委託  一式）･････････････････････････83 

 

【その他】 

△ 正誤･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････86 
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横浜市調達公告第43号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                  契約事務受任者 

                                   横浜市助役 本 多 常 高  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

     「広報よこはま」区版と市版 約18,439,200部の印刷ほか 

 (2) 物品の特質等 

     入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

   平成18年４月１日から平成19年３月31日まで 

  (4) 納入場所  

各区役所広報相談係及び市民局広報相談部広報課ほか22か所（詳細は、入札説明書による） 

 (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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「印刷」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18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

 (5) 当該物品を製造できる設備を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

    当該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資格の確認申請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18年２月９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） 

      笹生 電話 045 (671) 2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

調 達 公 告 
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   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市市民局広報相談部広報課 

   電話 045(671)2332（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18年３月14日午前９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18年３月13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 

   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18年度横浜市各会計予算が平成18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: Printing of approx.18,439,200 copies of Yokohama City 

Newspaper  

  “Koho Yokohama”                                            

 (2) Date of tender: 9:00 a.m., 14 March, 2006 

  (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44号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成18年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量     

新税務システム端末機器 一式の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 
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(3) 借入期間 

平成18年９月１日から平成19年３月31日まで 

(4) 借入場所 

横浜市総務局ＩＴ活用推進部システム管理課ほか20か所（詳細は、入札説明書による） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められて

いる者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。     

(3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

笹生 電話 045(671)2250（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

〒231-0033 港北区新横浜三丁目18番地の16 新横浜交通ビル４階 

横浜市総務局ＩＴ活用推進部システム管理課 

      電話 045(474)7424（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18年３月14日午前９時20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18年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を払う。 

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18年度横浜市各会計予算が平成18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: Lease of Tax System Equipment 

  (2) Date of tender: 9:20 a.m., 14 March, 2006 

  (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45号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者 

                                  横浜市財政局長 小 野 耕 一  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

     デジタル複合機 19台の借入 

 (2) 物品の特質等 

     入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

   平成18年４月１日から平成19年３月31日まで 

  (4) 借入場所                                             

   横浜市福祉局高齢福祉部介護保険課ほか18か所（詳細は、入札説明書による。）。 

 (5) 入札方法 

     この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

    入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。  

  (3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 
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    当該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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      笹生 電話 045 (671) 2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市福祉局高齢福祉部介護保険課 

      電話 045 (681) 1567（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18年３月14日午前９時40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18年３月13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虚偽の記載をした者が行った入札 

  (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 
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  この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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: Lease of Black and White Multifunction Machines/Copying 

Machines  19 sets                

 (2) Date of tender: 9:40 a.m., 14 March, 2006 

  (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46号                 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成18年１月31日 

                                                     契約事務受任者 

                                                     横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項                                      

(1) 件名及び数量                                             

ア(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（北部地域） 一式 

   (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（北部地域） 一式   

  イ(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（南部地域） 一式   

   (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（南部地域） 一式   

 (2) 業務内容                          

入札説明書による。                                       

(3) 履行期間                                                   

平成18年４月１日から平成19年３月31日まで 

(4) 履行場所 

入札説明書による。  

(5) 入札方法                                                   

第１号ア及びイに掲げる業務ごとに入札に付し、それぞれ(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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

    項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「貨物運送」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18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 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。 

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資格の確認申請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18年２月９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) 

奈良 電話 045(671)2250（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                          



横浜市報調達公告版 

                                第６号 平成 18 年１月 31 日発行 

                                                    

                        9

  入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

横浜市市民局広報相談部広報課 

電話 045(671)4058（直通）  

(3) 交付方法 

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

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

交付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

 (1) 日時 

      第１項第１号ア及びイに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成18年３月14日午前11時00分 

  イ 平成18年３月14日午前11時00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18年３月13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 

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18年度横浜市各会計予算が平成18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 Transportation of Yokohama City  Newspapers, “Koho Yokohama” and “Yokohama Gikai  
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Dayori”, in the northern area of Yokohama City 

    ②  Transportation of Yokohama City  Newspapers, “Koho Yokohama” and “Yokohama Gikai 

 Dayori”, in the southern area of Yokohama City 

(2) Date of tender:  

    ①  11:00 a.m.，14 March, 2006 

    ②  11:00 a.m.，14 March, 2006 

(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47号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者 

                                  横浜市財政局長 小 野 耕 一  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

     ダイオキシン類分析装置 一式の借入 

 (2) 物品の特質等 

     入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

   平成18年９月１日から平成19年３月31日まで 

  (4) 借入場所                                             

   磯子区滝頭一丁目２番15号 

横浜市環境創造局環境活動推進部環境科学研究所 

 (5) 入札方法 

     この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

    入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。  

  (3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該借入物品を貸し付けることが可能なものであること。 

３ 入札参加の手続 

    当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      笹生 電話 045(671)2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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 
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  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

 (1) 交付期間 

     平成18年1月31日から平成18年２月23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15号 

   横浜市環境創造局環境活動推進部環境科学研究所 

      電話 045 (752) 2605（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18年３月14日午前10時20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18年３月13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虚偽の記載をした者が行った入札 

  (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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: Lease of Gas chromatograph System with High-sensitive  

    High-resolvable Double-focusing Mass Spectrometer(HR/GC/MS) 

  (2) Date of tender: 10:20 a.m., 14 March, 2006 

  (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48号 

      特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                            契約事務受任者 



横浜市報調達公告版 

                                第６号 平成 18 年１月 31 日発行 

                                                    

                        12

                                                              横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

  ア 人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ａ型（Ｔ－14用）φ 600 520組の製造 

  イ 人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ｂ型（Ｔ－25用）φ 600 170組の製造 

  (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

   平成18年6月15日 

  (4) 納入場所 

      第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 横浜市中土木事務所ほか５か所（詳細は、入札説明書による。） 

  イ 横浜市金沢土木事務所ほか２か所（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 一連の調達契約に関する事項 

    今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ａ型（Ｔ－14用）φ600 500組の製造 

  平成18年７月 

イ 人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ｂ型（Ｔ－25用）φ600 500組の製造 

  平成18年７月 

 (6) 入札方法 

  第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「鋼材」に登録が認められている者

で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているものであること。 

 (3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16日）午後５時まで 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

   西 電話 045 (671) 2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 
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 (2) 交付場所 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市環境創造局環境整備部管路保全課（関内中央ビル７階） 

   電話 045 (671) 2832（直通） 

 (3) 交付方法 

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

 (1) 日時 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成18年３月14日午後４時30分 

  イ 平成18年３月14日午後４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18年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

 (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

  いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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 Manufacture of 520 sets of Ductile Iron Manhole Covers Ａ Type φ600  

    ② Manufacture of 170 sets of Ductile Iron Manhole Covers Ｂ Type φ600 

  (2) Date of tender: 

    ①4:30 p.m., 14 March, 2006 

    ②4:45 p.m., 14 March, 2006 

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

    1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 

 

 

横浜市調達公告第 49 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

  次のとおり一般競争入札を行う。                                        
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平成 18 年１月 31 日 

                         契約事務受任者 

               横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   ポリ塩化アルミニウム溶液（10％） 約 480,000 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 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町１丁目６番地８ 

      横浜市環境創造局北部第二水再生センター   

  (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 

ポリ塩化アルミニウム溶液（10％） 約 612,000 キログラムの購入 

平成 18 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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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 18 年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。  

 (4) 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 18 年２月９日(ただし、実績調書等は平成 18 年２月 16 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）      

関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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。      
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６ 入札説明書等の交付                                       

(1) 交付期間                                               

  平成 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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８  

    横浜市環境創造局北部第二水再生センター 

      電話 045 (503) 0201（直通）                        

 (3) 交付方法                                               

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

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

付を受ける。 

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

(1) 日時 

平成 18 年３月 15 日午後３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 18 年３月 14 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 18 年度横浜市各会計予算が平成 18 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. 480,000kg of Poly Aluminum Chloride 

    solution(10％)   

  (2) Date of tender: 3:15 p.m., 15 March 2006 

  (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 50 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

  次のとおり一般競争入札を行う。                                        

平成 18 年１月 31 日 

                         契約事務受任者 

               横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   焼却設備用白灯油 約 822,000 リットルの購入  

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。                                        

(3) 納入期限 

    平成 18 年４月 1日から平成 18 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町 1 丁目 6番地１ 

      横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター   

  (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 

焼却設備用白灯油 約 757,000 リットルの購入 

平成 18 年５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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が認められている者

で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているものであること。           

  (3) 平成 18 年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。  

 (4) 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。  

(4) 提出書類及び提出部課                                     

入札説明書による。                                     

(5) 提出期限 

    平成 18 年２月９日(ただし、実績調書等は平成 18 年２月 16 日)午後 5時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階）      

西 電話 045 (671) 2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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。               
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 (2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。     

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、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                                       

(3) 交付期間                                               

  平成 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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）                      

(4) 交付場所                                               

  〒230-0045 鶴見区末広町 1丁目 6番地１  

    横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター 

      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 18 年３月 14 日午後３時 20 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 18 年３月 13 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 18 年度横浜市各会計予算が平成 18 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. 822,000 l of Kerosene used for 

incineration facilities   

  (2) Date of tender: 3:20 p.m., 14 March 2006 

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

     1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017  TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第51号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

  次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 18 年１月 31 日 

                         契約事務受任者 

   横浜市財政局長    小 野  耕 一           

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   焼却設備用微粉炭 約 1,592 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 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町 1 丁目 6番地１ 

      横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター 

  (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 

焼却設備用微粉炭 約 1,091 トンの購入 

平成 18 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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「燃料」に登録が認められている者

であること。           

  (3) 平成 18 年２月９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

停止等措置要項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) 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。  

(7) 提出書類及び提出部課                                     

入札説明書による。                                     

(8) 提出期限 

    平成 18 年２月９日(ただし、実績調書等は平成 18 年２月 16 日)午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階）      

西 電話 045 (671) 2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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。               
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 (2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。     

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、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                                       

(5) 交付期間                                               

  平成 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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）                      

(6) 交付場所                                               

  〒230-0045 鶴見区末広町 1丁目 6番地１  

    横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター 

      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 18 年３月 14 日午後３時 50 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 18 年３月 13 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 18 年度横浜市各会計予算が平成 18 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. 1,592t of pulverized coal used for 

incineration facilities   

  (2) Date of tender: 3:50 p.m., 14 March, 2006  

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第52号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者  

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

  ア かせいソーダ溶液(48％) 約804トンの購入 

  イ 高分子凝集剤 約158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18年４月１日から平成18年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

   金沢区幸浦一丁目９番地 

   横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター 

 (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 かせいソーダ溶液(48％) 約804トンの購入 

    平成18年７月 

  イ 高分子凝集剤 約160トンの購入 

    平成18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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年２月９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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16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） 

   関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                    

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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。 
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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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）  

 (2) 交付場所 

〒236-0003 金沢区幸浦一丁目９番地 

   横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター 

    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) 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18年３月15日午後２時45分 

イ  平成18年３月15日午後２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18年３月14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18年度横浜市各会計予算が平成18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. 804t of Liquid Caustic Soda(48％) 

    ②  Purchase of approx. 158t of Polymer used for dewatering facilities 

 (2) Date of tender:  

  ① 2:45 p.m., 15 March, 2006 

  ② 2:15 p.m., 15 March, 2006 
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(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 53 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

  次のとおり一般競争入札を行う。                                        

平成 18 年１月 31 日 

                         契約事務受任者 

               横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   高分子凝集剤 約 143 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 18 年４月 1日から平成 18 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    鶴見区末広町 1 丁目６番地１ 

      横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター   

  (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 

高分子凝集剤 約 146 トンの購入 

平成 18 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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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 18 年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。  

 (4) 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。  

(10) 提出書類及び提出部課                                     

入札説明書による。                                     

(11) 提出期限 

    平成 18 年２月９日(ただし、実績調書等は平成 18 年２月 16 日)午後 5時まで                               

(12) 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）      

関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         
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 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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                                       

(7) 交付期間                                               

  平成 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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）                      

(8) 交付場所                                               

  〒230-0045 鶴見区末広町 1丁目 6番地１  

    横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター 

      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                             

(1) 日時 

  平成 18 年３月 15 日午後２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 18 年３月 14 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 18 年度横浜市各会計予算が平成 18 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 
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 (1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 143t of Polymer used for dewatering 

facilities   

  (2) Date of tender: 2:15 p.m., 15 March 2006 

  (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 54 号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 18 年１月 31 日 

                                 契約事務受任者 

                                  横浜市財政局長 小 野 耕 一  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

  ア 給食残さ収集運搬業務委託（鶴見区ほか４区） 一式 

  イ 給食残さ収集運搬業務委託（南区ほか３区） 一式 

  ウ 給食残さ収集運搬業務委託（保土ケ谷区ほか３区） 一式 

(2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   平成 18 年４月１日から平成 19 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所 

   第１号アからウまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

  ア 横浜市立旭小学校ほか 67 か所 

  イ 横浜市立大岡小学校ほか 69 か所 

ウ 横浜市立新井小学校ほか 56 か所 

 (5) 入札方法 

   第１号アからウまでに掲げる業務ごとに入札に付し、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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般廃棄物処理」に登録が認めら

れている者であること。  

  (3) 平成 18 年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該業務の履行に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）による一

般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であること。 

 (5) 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。 

３ 入札参加の手続 

    当該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資格の確認申請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 18 年２月９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） 
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      飯田 電話 045 (671) 2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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 

横浜市資源循環局資源化推進部事業系対策課（松村ビル６階 ） 

電話 045 (671) 3818（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 18 年３月 15 日午前 10 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 18 年３月 14 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

効な入札を行ったものを落札者とする。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 18 年度横浜市各会計予算が平成 18 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。 
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(4)  詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

①Collecting lunch leftovers from elementary schools (Tsurumi Ward,Kanagawa Ward,Nishi 

Ward,Naka Ward,Kouhoku Ward), 1 set 

②Collecting lunch leftovers from elementary schools (Minami Ward,Kounan Ward,Isogo 

Ward,Kanazawa Ward), 1 set 

③ Collecting lunch leftovers from elementary schools (Hodogaya Ward,Totsuka Ward,Sakae 

Ward,Seya Ward), 1 set 

 (2) Date of tender: 10：00 a.m.，15 March，2006 

 (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55号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31日 

                               契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 小型ごみ収集車（破砕機付）（その１） ６台の借入 

  イ 小型ごみ収集車（破砕機付）（その２） ６台の借入 

  ウ 小型ごみ収集車（破砕機付）（その３） ６台の借入 

 エ 小型ごみ収集車（破砕機付）（その４） ７台の借入 

 オ 小型ごみ収集車（破砕機付）（その５） ７台の借入 

 カ 小型ごみ収集車（破砕機付）（その６） ７台の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

第1号アからカまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成18年９月４日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

イ 平成18年９月13日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 平成18年９月20日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 エ 平成18年10月２日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

オ 平成18年10月５日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 カ 平成18年10月16日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(4) 借入場所 

第1号アからカまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか５か所（詳細は、入札説明書による。） 

イ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか５か所（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか５か所（詳細は、入札説明書による。） 

エ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか６か所（詳細は、入札説明書による。） 

オ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか６か所（詳細は、入札説明書による。） 

カ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか６か所（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 入札方法 

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

料の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確
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認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成18年２月９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横浜市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) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

山下 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）      

(2) 交付場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地 

横浜市資源循環局適正処理部車両課 

電話 045(441)8201（直通） 

(3) 交付方法 

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成18年３月14日午後１時30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18年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 
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10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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: 

①Lease of ６ Small-sized Garbage Trucks With Crushers(Part １) 

②Lease of ６ Small-sized Garbage Trucks With Crushers(Part ２) 

③Lease of ６ Small-sized Garbage Trucks With Crushers(Part ３) 

④Lease of ７ Small-sized Garbage Trucks With Crushers(Part ４) 

⑤Lease of ７ Small-sized Garbage Trucks With Crushers(Part ５) 

⑥Lease of ７ Small-sized Garbage Trucks With Crushers(Part ６) 

  (2) Date of tender: 1:30 p.m., 14 March, 2006 

  (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56号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31日 

                               契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 小型ごみ収集車（回転板式）（その１） ７台の借入 

  イ 小型ごみ収集車（回転板式）（その２） ８台の借入 

  ウ 小型ごみ収集車（回転板式）（その３） ８台の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

第1号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成18年８月２日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

イ 平成18年８月21日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 平成18年８月24日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(4) 借入場所 

第1号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか６か所（詳細は、入札説明書による。） 

イ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか７か所（詳細は、入札説明書による。） 
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ウ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか７か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

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

料の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成18年２月９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横浜市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) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

山下 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）      

(2) 交付場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地 

横浜市資源循環局適正処理部車両課 

電話 045(441)8201（直通） 

(3) 交付方法 

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成18年３月14日午後２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18年３月13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。 
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(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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: 

①Lease of ７ Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part １) 

②Lease of ８ Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part ２) 

③Lease of ８ Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part ３) 

  (2) Date of tender: 2:00 p.m., 14 March, 2006 

  (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57号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31日 

                               契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア ＣＮＧ小型ごみ収集車（破砕機付）（その１） ５台の借入 

  イ ＣＮＧ小型ごみ収集車（破砕機付）（その２） ５台の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

第1号アからイまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成18年11月１日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

イ 平成18年11月６日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 借入場所 

第1号アからイまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか４か所（詳細は、入札説明書による。） 
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イ 横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか４か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

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

料の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成18年２月９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横浜市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) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

山下 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）      

(2) 交付場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地 

横浜市資源循環局適正処理部車両課 

電話 045(441)8201（直通） 

(3) 交付方法 

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成18年３月14日午後２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18年３月13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。 
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(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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: 

①Lease of ５ Small-sized CNG(Compressed Natural Gas)Garbage Trucks With Crushers(Part １) 

②Lease of ５ Small-sized CNG(Compressed Natural Gas)Garbage Trucks With Crushers(Part ２) 

  (2) Date of tender: 2:15 p.m., 14 March, 2006 

  (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58号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31日 

                               契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    ＣＮＧ小型ごみ収集車（回転板式） ８台の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

   平成18年10月25日から平成19年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 借入場所 

   横浜市資源循環局適正処理部車両課ほか７か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 
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(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成18年２月９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横浜市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) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

山下 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）      

(2) 交付場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地 

横浜市資源循環局適正処理部車両課 

電話 045(441)8201（直通） 

(3) 交付方法 

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成18年３月14日午後２時30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18年３月13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 
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いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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: 

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

Pushing Plates 

  (2) Date of tender: 2:30 p.m., 14 March, 2006 

  (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 59 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

  次のとおり一般競争入札を行う。                                        

平成 18 年１月 31 日 

                         契約事務受任者 

               横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

  ア 炭酸ソーダ(その１) 約 740 トンの購入 

  イ 炭酸ソーダ(その２) 約 160 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 18 年４月 1日から平成 18 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 中区南本牧４番地 

    横浜市資源循環局南本牧排水処理施設 

  イ 泉区新橋町 1750 番地の１ 

    横浜市資源循環局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 炭酸ソーダ(その１) 約 734 トンの購入 

    平成 18 年７月 

  イ 炭酸ソーダ(その２) 約 150 トンの購入 
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    平成 18 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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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 18 年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。  

 (4) 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。  

(13) 提出書類及び提出部課                                     

入札説明書による。                                     

(14) 提出期限 

    平成 18 年２月９日(ただし、実績調書等は平成 18 年２月 16 日)午後 5時まで                               

(15) 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）      

関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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                                       

(9) 交付期間                                               

  平成 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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）                      

(10) 交付場所                                               

  〒245-0001 泉区池の谷 3949 番地の１  

    横浜市資源循環局適正処理部処分地管理課 

      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 

(1) 日時                             

     平成 18 年３月 15 日午後３時 

(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 18 年３月 14 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                                               
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    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 18 年度横浜市各会計予算が平成 18 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. 740t of Soda(Part 1) 

② Purchase of approx. 160t of Soda(Part 2) 

  (2) Date of tender: 3:00 p.m.,15 March 2006 

  (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 60 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

  次のとおり一般競争入札を行う。                                        

平成 18 年１月 31 日 

                         契約事務受任者 

               横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   覆土材（切砕 約 7,425 立方メートル及び再生路盤材 約 4,925 立方メートル）の購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。                                        

(3) 納入期限 

    平成 18 年４月１日から平成 18 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所                                                 

    泉区池の谷 3949 番地の１ 

      横浜市資源循環局神明台処分地 

 (5) 一連の調達契約に関する事項 

     今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

覆土材（切砕 約 7,425 立方メートル及び再生路盤材 約 4,925 立方メートル）の購入 
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平成 18 年７月 

 (6) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。                                        

２ 入札参加資格                                

   入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。                               

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「骨材・セメント」に登録が認めら

れている者で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされているものであること。           

  (3) 平成 18 年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。  

 (4) 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。  

(16) 提出書類及び提出部課                                     

入札説明書による。                                     

(17) 提出期限 

    平成 18 年２月９日(ただし、実績調書等は平成 18 年２月 16 日)午後５時まで                               

(18) 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）      

関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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                                       

(11) 交付期間                                               

  平成 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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）                      

(12) 交付場所                                               

  〒245-0001 泉区池の谷 3949 番地の１  

    横浜市資源循環局適正処理部神明台処分地管理事務所 

      電話 045 (364) 1686（直通）                        

 (3) 交付方法                                               

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

(1) 日時 

 平成 18 年３月 15 日午後３時 30 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 18 年３月 14 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部
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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 18 年度横浜市各会計予算が平成 18 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. 7,425 ㎥ of Unscreened Crushed Stone 

and 4,925 ㎥ of Recycled Base Course Materials 

  (2) Date of tender: 3:30 p.m., 15 March 2006 

  (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61号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者  

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

   高反応性消石灰 約1,177,000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18年４月１日から平成18年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

   鶴見区末広町１丁目15番地 

   横浜市資源循環局鶴見工場 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 
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   高反応性消石灰 約1,013,000キログラムの購入 

   平成18年７月 

 (7) 入札方法 

   この契約は、第１号に掲げる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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年２月９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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16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） 

   関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                    

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

   横浜市資源循環局鶴見工場 

    電話 045 (521) 2191（直通） 

(3) 交付方法                                               

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  (1) 日時 

平成18年３月15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18年３月14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。 
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 (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18年度横浜市各会計予算が平成18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. 1,177,000kg of Slaked Lime 

  (2) Date of tender: 1:15 p.m., 15 March, 2006  

 (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62号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者  

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

   高反応性消石灰 約447,750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18年４月１日から平成18年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

   旭区白根二丁目８番１号 

   横浜市資源循環局旭工場 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   高反応性消石灰 約383,625キログラムの購入 

   平成18年７月 

 (7) 入札方法 

   この契約は、第１号に掲げる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、入札参加資格を有することの確
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認を受けなければならない。                 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年２月９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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16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） 

   関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                    

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

〒240-0005 旭区白根二丁目８番１号 

   横浜市資源循環局旭工場 

    電話 045 (953) 4851 

(3) 交付方法                                               

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  (1) 日時 

平成18年３月15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18年３月14日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

 (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 
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10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11  契約金の支払方法  

 (1) 前金払 

      行わない。 

  (2) 契約金の支払方法  

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

12 その他                            

  (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

  要する。 

(3) 契約の条件 

    この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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. 447,750kg of Slaked Lime 

  (2) Date of tender: 1:15 p.m., 15 March, 2006  

 (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63号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者  

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

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1,405,000キログラムの購入 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約209,400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18年４月１日から平成18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 

   横浜市資源循環局金沢工場 

 (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1,314,000キログラムの購入 

    平成18年７月 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約200,700キログラムの購入 

    平成18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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 
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 (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18年２月９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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16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） 

   関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                    

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで）  

 (2) 交付場所 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

   横浜市資源循環局金沢工場 

    電話 045 (784) 9711（直通） 

(3) 交付方法                                               

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  (1) 日時 

第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。  

ア 平成18年３月15日午後１時15分 

イ  平成18年３月15日午後１時 

 (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18年３月14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 
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   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18年度横浜市各会計予算が平成18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. 1,405,000kg of Slaked Lime 

    ②  Purchase of approx. 209,400kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

 (2) Date of tender:  

  ① 1:15 p.m., 15 March, 2006 

  ② 1:00 p.m., 15 March, 2006 

(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64号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者  

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

   高反応性消石灰 約732,228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18年４月１日から平成18年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

   都筑区平台27番１号 

   横浜市資源循環局都筑工場 

 (5) 納入方法 

   入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   高反応性消石灰 約662,014キログラムの購入 

   平成18年７月 

 (7) 入札方法 

   この契約は、第１号に掲げる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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。                 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 
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 (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18年２月９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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16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） 

   関戸 電話 045 (671) 2248（直通）                    

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

   横浜市資源循環局都筑工場 

    電話 045 (941) 7911 

(3) 交付方法                                               

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

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

を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  (1) 日時 

平成18年３月15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18年３月14日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

 (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11  契約金の支払方法  
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 (1) 前金払 

      行わない。 

  (2) 契約金の支払方法  

    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18年度横浜市各会計予算が平成18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. 732,228kg of Slaked Lime 

  (2) Date of tender: 1:15 p.m., 15 March, 2006  

 (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65号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一  

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18年４月1日から平成19年3月31日まで 

  (4) 履行場所                                             

   横浜市神奈川区山内町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、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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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の等級に格付されている者であること。 

  (3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 平成15年４月１日以降に、卸売市場法(昭和46年4月３日法律第35号)第２条第３項に規定する中央卸

売市場又は建築物（事務所に限る。）について、清掃対象面積37,000平方メートル以上の清掃業務の契

約を元請として締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者。 

３ 入札参加の手続 

    当該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資格の確認申請を行わなければならない。 

  (1) 提出書類及び提出部課 

      入札説明書による。 
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 (2) 提出期限 

      平成18年２月９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） 

      奈良 電話 045 (671) 2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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運営調整課 

   電話 045 (459) 3322（直通） 

 (3) 交付方法 

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

(1) 日時 

   平成18年３月14日午前11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18年３月13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

な入札を行ったものを落札者とする。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 
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   要する。 

  (3) 契約の条件 

   この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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:11：45p.m.,14 March,2006 

  (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66号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年1月31日 

                                契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一  

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汚水処理施設運転管理委託 一式 

 (2) 業務内容 

     入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   平成18年４月１日から平成19年３月31日まで 

  (4) 履行場所                                             

   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、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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「施設運転管理・保守」に登録が認

められている者であること。  

  (3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) と畜場、と畜場併設卸売市場又は食肉センターに専属するばっ気槽を有した汚水処理施設において、 

１年間以上良好な運転保守管理実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

    当該入札に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資格の確認申請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18年２月９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） 

      奈良 電話 045 (671) 2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当
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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18年１月31日から平成18年２月23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運営課 

      電話045 (511) 0447（直通）  

 (3) 交付方法 

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

 (1) 日時 

   平成18年３月14日午前10時40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18年３月13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 

   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18年度横浜市各会計予算が平成18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: Operation and Maintenance of the Sewage Treatment Plant of 

      Yokohama City Wholesale Meat Market,1Set 

 (2) Date of tender: 10:40 a.m.,14 March,2006 

  (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 
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横浜市調達公告第67号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

ア 寝具Ａ 一式の借入（掛布団、敷布団、毛布、枕及びカバー約828組） 

イ 寝具Ｂ 一式の借入（掛布団、敷布団、毛布、枕及びカバー約490組） 

ウ 寝具Ｃ 一式の借入（掛布団、敷布団、毛布、枕及びカバー約642組） 

エ 寝具Ｄ 一式の借入（掛布団、敷布団、毛布及び枕約721組並びにカバー約739組） 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

平成18年４月１日から平成19年３月31日まで 

 (4) 借入場所 

第１号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 横浜市鶴見消防署ほか32か所（詳細は、入札説明書による。） 

  イ 横浜市神奈川消防署ほか16か所（詳細は、入札説明書による。） 

  ウ 横浜市旭消防署ほか24か所（詳細は、入札説明書による。） 

  エ 横浜市中消防署ほか26か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5)入札方法 

   第1号ア及びエに掲げる物品ごとに入札に付し、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行

う。 

２  入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「寝具賃貸」に登録が認められてい

る者であること。 

(3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品又はこれと同等の物品の貸付実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

西 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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。 
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６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 

平成18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部総務課 

電話 045(334)6516（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18年３月14日午後４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18年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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 Lease of Bedclothes A:approx 828sets of Quilt,Blanket,Pillow and Cover 

② Lease of Bedclothes B:approx 490sets of Quilt,Blanket,Pillow and Cover 

③ Lease of Bedclothes C:approx 642sets of Quilt,Blanket,Pillow and Cover 

④ Lease of Bedclothes D:approx 721sets of Quilt,Blanket and Pillow and approx 739sets of 

cover 

(2) Date of tender: 4:00 p.m., 14 March,2006 

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

1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017 TEL 045(671)2249  

 

 

横浜市調達公告第68号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 
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   平成18年１月31日 

                                 契約事務受任者 

                                  横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

     横浜市収入証紙自動発売機 18台の借入 

 (2) 物品の特質等 

     入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

   平成19年１月１日から平成19年３月31日まで 

  (4) 借入場所                                             

   鶴見区役所ほか17か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

     この入札は、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

    入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。  

  (3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

    当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      笹生 電話 045 (671)2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市収入役室審査課 

      電話 045 (671) 3491（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。 
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７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  平成18年３月14日午前10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18年３月13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虚偽の記載をした者が行った入札 

  (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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: Lease of The Yokohama income inspection sticker automatic 

sale  

      machine 18 sets 

 (2) Date of tender: 10:00 a.m., 14 March, 2006 

  (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69号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

   コピー用紙（再生紙）Ａ４ 約14,400箱の購入  

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

   平成18年４月１日から平成18年９月30日まで 

  (4) 納入場所 

   横浜市収入役室物品倉庫及び指定部署（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   コピー用紙（再生紙）Ａ４ 約17,000箱の購入 
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      平成18年７月 

 (6) 入札方法 

      この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

 (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「用紙類」に登録が認められている

者であること。 

 (3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

  (4) 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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16日）午後５時まで 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地       

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      加藤 電話 045 (671) 2186（直通）       

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市収入役室審査課 

   電話 045 (671) 2999（直通） 

 (3) 交付方法 

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  平成18年３月14日午後２時50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18年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

 (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

  いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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. 14,400 cases of A4 Size Copy Paper 

(Recycled Paper) 

  (2) Date of tender: 14:50 p.m., 14 March, 2006 

 (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)2186 

 

 

横浜市調達公告第70号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成18年１月31日 

                                契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 小 野 耕 一  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    ア 横浜市教育委員会事務局使送業務（北部方面） 一式 

  イ 横浜市教育委員会事務局使送業務（南部方面） 一式 

  ウ 横浜市教育委員会事務局使送業務（西部方面） 一式 

 (2) 業務内容 

     入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   平成18年４月1日から平成19年3月31日まで 

  (4) 履行場所                                             

   第１号アからウまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

  ア 横浜市教育委員会事務局内集配室ほか158か所 

  イ 横浜市教育委員会事務局内集配室ほか185か所 

  ウ 横浜市教育委員会事務局内集配室ほか176か所 

 (5) 入札方法 

     第１号アからウまでに掲げる業務ごとに入札に付し、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、入札参加資格を有することの確

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「貨物運送」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18年２月９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
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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) 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) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年７月31日法律第99号)第29条に規定する許可を

受けている者であること。   

３ 入札参加の手続 

    当該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資格の確認申請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18年２月９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） 

      奈良 電話 045 (671) 2250（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階） 

   電話 045 (671) 3240（直通） 

 (3) 交付方法 

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

 (1) 日時 

   平成18年３月14日午前11時20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18年３月13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

な入札を行ったものを落札者とする。 

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 

   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18年度横浜市各会計予算が平成18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 Yokohama City Board of Education Secretariat Courier Service(Northern Area) 
    ② Yokohama City Board of Education Secretariat Courier Service(Southern Area) 
   ③ Yokohama City Board of Education Secretariat Courier Service(Western Area) 
  (2) Date of tender: 11:20ａ.ｍ.,14 March,2006 
 (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71号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年1月31日 

契約事務受任者 

横浜市港湾局長 中 根  忠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市港湾局出田町ふ頭で使用する電気約4,500,000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18年 4月 1日から平成19年 3月31日まで 

 (4) 供給場所 

   横浜市神奈川区出田町３出田町ふ頭 

   横浜市港湾局出田町ふ頭受電所 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の概算総価により行う。 

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、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年2月16日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

  (4) 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
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載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成18年2月9日(ただし、実績調書等は平成18年2月16日)午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0023 中区山下町２番地 

横浜市港湾局総務部経理課（産業貿易センタービル５階） 

電話 045(671)2882（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年1月31日から平成18年2月23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 

〒231-0023 中区山下町２７９番地 山下ふ頭内 

横浜市港湾局港湾整備部施設課電気管理事務所 

電話 045(641)7966（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18年3月17日午前10時 産業貿易センタービル５階横浜市港湾局入札室 

ただし、郵送による入札については、平成18年3月16日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18年３月31日までに横浜市議会において可決され
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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. 4,500,000kwh of electricity consumed by Yokohama City Detamachi 

Pier 

(2) Date of tender: 10:00a.m 17 March 2006 

(3) Contact point for the notice: Accounting and Finance Division，Port and Harbor Bureau, 

City of Yokohama,2 Yamashita-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0023, TEL 045(671)2882 

 

 

 

横浜市調達公告第72号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市磯子区長 永 井 富 雄 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    磯子区総合庁舎で使用する電力約2,988,000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18年４月１日から平成19年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   磯子区磯子三丁目５番１号 

   横浜市磯子区総合庁舎 

 (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、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

  (4) 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) 総使用電力量2,900,000キロワットアワー（契約電力900キロワット）以上の供給実績を有する者であ

ること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒235－0016 磯子区磯子三丁目５番１号 

横浜市磯子区総務部総務課予算調整係 

電話 045(750)2314（直通） 
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４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

〒235－0016 磯子区磯子三丁目５番１号 

横浜市磯子区総務部総務課予算調整係 

電話 045(750)2314（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18年３月14日午後２時 横浜市磯子区役所６階６０１会議室 

ただし、郵送による入札については、平成18年３月13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箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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.2,988,000kWh of electricity 

consumed by Yokohama City Isogo Ward Office 

(2) Date of tender: 2:00 p.m., 14 March, 2006 

(3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Isogo Word Office, 

5-1 Isogo3choume-chou，Isogo-ku，Yokohama，235-0016，TEL 045(750)2314 
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横浜市調達公告第73号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年1月31日 

契約事務受任者 

横浜市都筑区長 伊 藤 秀 明 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    都筑区総合庁舎で使用する電力 約2,633,000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18年４月１日から平成19年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   都筑区茅ケ崎中央３２番１号 

   都筑区総合庁舎 

 (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、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

  (4) 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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央３２番１号 

横浜市都筑区総務部総務課予算調整係 

福田 電話 ０４５(９４８)２２１３（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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



横浜市報調達公告版 

                                第６号 平成 18 年１月 31 日発行 

                                                    

                        62

まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 

〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央３２番１号 

横浜市都筑区総務部総務課予算調整係 

電話 ０４５(９４８)２２１３（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18年３月14日午前11時 横浜市都筑区役所５階第１会議室 

ただし、郵送による入札については、平成18年３月13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箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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.2,633,000kWh of electricity 

consumed by Yokohama City Tsuzuki Ward Office 

(2) Date of tender: 11：00 a.m., 14 March, 2006 

(3) Contact point for the notice:  

General Affairs Division, Tsuzuki Word Office,  

32-1 Chigasaki Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0032, TEL 045(948)2213 

 

 

横浜市調達公告第74号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31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 
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    泉区総合庁舎で使用する電力 約 2,139,041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18年４月１日から平成19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、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年１月31日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

  (4) 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) 総使用量2,139,000ｷﾛﾜｯﾄｱﾜｰ以上又は契約電力９００ｋｗ以上の供給実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月16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)２３１４（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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)２３１４（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。 
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７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成18年３月14日午前10時00分 

泉区総合庁舎２階 ２Ａ会議室 

ただし、郵送による入札については、平成18年３月13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箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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. 2,139,041kwh of electricity 

Consumed by Yokohama City Izumi Ward Office 

(2) Date of tender: 10:00 A.m., 14 March, 2006 

    General Affairs Division, Izumi Ward Office, 

(3) Contact point for the notice: Izumi Ward Office, City of Yokohama, 

4636-2 Izumi-cho, Izumi-ku, Yokohama, 245-0016, TEL 045(800)2314 

 

 

横浜市調達公告第75号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市教育長    伯  井  美  徳 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市中央図書館で使用する電力 約4,984,000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18年４月１日から平成19年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   西区老松町１番地 

   横浜市中央図書館 
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 (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、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（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18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

  (4) 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資格の確認申請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18年２月９日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒220-0032 西区老松町１番地 

横浜市中央図書館サービス課サービス第一係 

電話 045(262)7341（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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 

〒220-0032 西区老松町１番地 

横浜市中央図書館サービス課サービス第一係 

電話 045(262)7341（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18年３月14日午前10時30分 横浜市中央図書館５階第１会議室 

ただし、郵送による入札については、平成18年３月13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箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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:  

Electricity to use in the Yokohama City 

Central Library  

(2) Date of tender: 10:30a.m. , 14 March, 2006 

(3) Contact point for the notice:  

Library Service Division， 

Yokohama City Central Library， 

1  Oimatsu-cho， Nishi-ku， Yokohama， 220-0032 

TEL 045(262)7341 
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水道局調達公告第３号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成18年１月31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 口径13ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）12,500個の購入 

イ 口径13ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）12,200個の購入 

ウ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（新品）8,000個の購入 

エ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（新品）7,000個の購入 

オ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）19,800個の購入 

カ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）17,000個の購入 

キ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）38,000個の購入 

ク 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）36,500個の購入 

ケ 口径13ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）3,800個の購入 

コ 口径20ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）16,900個の購入 

サ 口径20ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）16,000個の購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期限及び数量 

入札説明書による。 

(4) 納入場所 

南区中村町４丁目3 0 5番地 

横浜市水道局営業部給水装置課量水器係 

(5) 一連の調達契約に関する事項 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 口径20ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）12,400個の購入 

 平成18年９月頃 

イ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（新品）20,000個の購入 

  平成18年９月頃 

ウ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）19,400個の購入 

  平成18年９月頃 

エ 口径13ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）10,000個の購入 

  平成18年９月頃 

オ 口径13ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）1,500個の購入 

  平成18年９月頃 

カ 口径20ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）8,000個の購入 

  平成18年９月頃 

(6) 入札方法 

第１号アからサまでに掲げる物品ごとに入札に付し、数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認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「水道用品」に登録が認められて

いる者であること。 

(3) 平成18年２月９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) 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

水 道 局 
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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、横浜市水道局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確認申請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18年２月９日（ただし、納入実績調書は平成18年２月17日、仕様確認依頼書は平成18年２月27 

日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

上田 電話045(671)3062（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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18年１月31日から平成18年２月23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)3062（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号アからスまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成18年３月28日午前９時 

イ 平成18年３月28日午前９時５分 

ウ 平成18年３月28日午前９時20分 

エ 平成18年３月28日午前９時25分 

オ 平成18年３月28日午前９時30分 

カ 平成18年３月28日午前９時35分 

キ 平成18年３月28日午前９時40分 

ク 平成18年３月28日午前９時45分 

ケ 平成18年３月28日午前11時25分 

コ 平成18年３月28日午前11時30分 

サ 平成18年３月28日午前11時35分 

(2) 場所 

横浜市水道局管財部契約課入札室（関内中央ビル４階） 

ただし、郵送による入札については、平成18年３月27日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 
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(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市水道局契約規程第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18年度横浜市各会計予算が平成18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 12,500 13mm digital water meters (Ａ-barter) 

② Purchase of 12,200 13mm digital water meters (Ａ-barter) 

③ Purchase of 8,000 20mm digital water meters (new) 

④ Purchase of 7,000 20mm digital water meters (new) 

⑤ Purchase of 19,800 20mm digital water meters (Ａ-barter) 

⑥ Purchase of 17,000 20mm digital water meters (Ａ-barter) 

⑦ Purchase of 38,000 20mm digital water meters (Ｂ-barter) 

⑧ Purchase of 36,500 20mm digital water meters (Ｂ-barter) 

    ⑨ Purchase of 3,800 13mm remote water meters (Ａ-barter) 

    ⑩ Purchase of 16,900 20mm remote water meters (Ａ-barter) 

    ⑪ Purchase of 16,000 20mm remote water meters (Ａ-barter) 

(2) Date of tender: 

① 9:00 a.m., 28 March, 2006 

② 9:05 a.m., 28 March, 2006 

③ 9:20 a.m., 28 March, 2006 

④ 9:25 a.m., 28 March, 2006 

⑤ 9:30 a.m., 28 March, 2006 

⑥ 9:35 a.m., 28 March, 2006 

⑦ 9:40 a.m., 28 March, 2006 

⑧ 9:45 a.m., 28 March, 2006 

⑨ 11:25 a.m., 28 March, 2006 

⑩ 11:30 a.m., 28 March, 2006 

⑪ 11:35 a.m., 28 March, 2006 

(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 

一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成18年１月31日 

横浜市水道事業管理者     
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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 口径13ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）6,000個の購入 

イ 口径13ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）4,500個の購入 

ウ 口径25ミリメートル水道デジタルメーター（新品）1,600個の購入 

エ 口径25ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）4,000個の購入 

オ 口径25ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）6,000個の購入 

カ 口径40ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）800個の購入 

キ 口径50ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）90個の購入 

ク 口径50ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）80個の購入 

ケ 口径50ミリメートル水道アナログメーター（Ｂバーター）1 6 0個の購入 

コ 口径50ミリメートル水道アナログメーター（Ｂバーター）1 5 0個の購入 

サ 口径75ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）15個の購入 

シ 口径75ミリメートル水道アナログメーター（Ｂバーター）29個の購入 

ス 口径1 0 0ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）15個の購入 

セ 口径1 0 0ミリメートル水道アナログメーター（Ｂバーター）26個の購入 

ソ 口径1 5 0ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）12個の購入 

タ 口径2 0 0ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）８個の購入 

チ 口径3 0 0ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）１個の購入 

ツ 口径25ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）800個の購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期限及び数量 

入札説明書による。 

(4) 納入場所 

南区中村町４丁目3 0 5番地 

横浜市水道局営業部給水装置課量水器係 

(5) 入札方法 

第１号アからツまでに掲げる物品ごとに入札に付し、数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認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「水道用品」に登録が認められて

いる者であること。 

(3) 平成18年２月９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) 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、横浜市水道局の確認を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者は、次のとおり入札参加の確認申請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18年２月９日（ただし、納入実績調書は平成18年２月17日、仕様確認依頼書は平成18年２月27 

日）午後５時まで。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

上田 電話045(671)3062（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該
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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18年１月31日から平成18年２月23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)3062（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号アからキまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成18年３月28日午前９時10分 

イ 平成18年３月28日午前９時15分 

ウ 平成18年３月28日午前９時50分 

エ 平成18年３月28日午前９時55分 

オ 平成18年３月28日午前10時 

カ 平成18年３月28日午前10時５分 

キ 平成18年３月28日午前10時10分 

ク 平成18年３月28日午前10時15分 

ケ 平成18年３月28日午前10時20分 

コ 平成18年３月28日午前10時45分 

サ 平成18年３月28日午前10時50分 

シ 平成18年３月28日午前10時55分 

ス 平成18年３月28日午前11時 

セ 平成18年３月28日午前11時５分 

ソ 平成18年３月28日午前11時10分 

タ 平成18年３月28日午前11時15分 

チ 平成18年３月28日午前11時20分 

ツ 平成18年３月28日午前11時40分 

(2) 場所 

横浜市水道局管財部契約課入札室（関内中央ビル４階） 

ただし、郵送による入札については認めない。 

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。 
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(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) 契約書作成の要否 

要する。 

  (2) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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。 

(2) 詳細は、入札説明書による。 

 

 

水道局調達公告第５号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成18年１月31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 ガスクロマトグラフ質量分析システム 一式の借入 

イ 液体クロマトグラフ質量分析装置 一式の借入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。  

(3) 借入期間 

平成18年７月１日から平成19年３月31日まで 

(4) 借入場所 

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、第３号に掲げる期間における賃借料の総価により

行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認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「一般賃貸」に登録が認められて

いる者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成18年２月９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一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該借入物品を貸し付けることが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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資格の確認申請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18年２月９日（ただし、引受証明書等は平成18年２月23日）午後５時まで。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市水道局管財部契約課（関内中央ビル４階） 

筒井 電話 045(671)3063（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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。 
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(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、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18年１月31日から平成18年２月23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18年３月22日午前10時 

イ 平成18年３月22日午前10時10分 

(2) 場所 

 横浜市水道局管財部契約課入札室（関内中央ビル４階） 

ただし、郵送による入札については、平成18年３月20日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市水道局契約規程第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 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他  

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨に限る。  

(2) 契約書作成の要否  

   要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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 Lease of Gas chromatograph mass spectrometer system, 1set 

② Lease of Liquid chromatograph mass spectrometer, 1set  

(2) Date of tender: 

① 10:00 a.m., 22 March, 2006 
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② 10:10 a.m., 22 March, 2006 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                第６号 平成 18 年１月 31 日発行 

                                                    

                        75

 

交通局調達公告第６号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年1月31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                                           

ア 平成18年度 バス用タイヤ整備Ａ 一式 

  イ 平成18年度 バス用タイヤ整備Ｂ 一式 

  ウ 平成18年度 バス用タイヤ整備Ｃ 一式 

  エ 平成18年度 バス用タイヤ整備Ｄ 一式 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成18年４月1日から平成19年３月31日 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

 (5) 履行場所 

   受託者工場 

(6) 入札方法 

第１号アからエまでに掲げる項目ごとに入札に付し、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、入札参加資格を有することの

確認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「タイヤ」に登録が認められてい

る者で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付されているものであること。 

(3) 平成18年２月９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) 当該整備業務若しくはこれと同等の業務実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成18年２月９日（ただし、実績調書等は平成18年２月16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）         

宮ノ原 電話 045(671)3174（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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項の入札参加資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

閲覧に供する。 

６  入札説明書等の交付 

交 通 局 
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(1) 交付期間                                               

平成18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで、及び午後１時から午後２時まで） 

(2) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 

(3) 交付方法 

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

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

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時並び場所等 

(1) 日時 

第１項第１号アからエまでに掲げる項目ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成18年３月14日午前10時 

  イ 平成18年３月14日午前10時15分 

  ウ 平成18年３月14日午前10時30分 

  エ 平成18年３月14日午前10時45分 

 (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18年３月13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項の入札参加資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

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

て有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払                         

行わない。 

(2) 契約金 

１か月間の出来高分に応じて、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18年度横浜市各会計予算が平成18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 Bus Tire Service  Ａ 

② Bus Tire Service  Ｂ 

③ Bus Tire Service  Ｃ 

④ Bus Tire Service  Ｄ 

(2) Date of tender: 

① 10:00 a.m., 14 March, 2006 

② 10:15 a.m., 14 March, 2006 

③ 10:30 a.m., 14 March, 2006 

④ 10:45 a.m., 14 March, 2006 
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(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 

 

 

交通局調達公告第７号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成18年１月31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                                           

ア  軽油（４月～６月分）第１ブロック 約 1,198キロリットルの購入 

イ 軽油（４月～６月分）第２ブロック 約 1,076キロリットルの購入 

ウ 軽油（４月～６月分）第３ブロック 約  672キロリットルの購入 

エ 軽油（４月～６月分）第４ブロック 約 1,032キロリットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成18年４月１日から平成18年６月30日まで 

(4) 納入場所 

第１号アからエに掲げる物品ごとに次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

ア  北部サービスセンター 緑営業所ほか２か所 

イ 中部サービスセンター 浅間町営業所ほか２か所 

ウ 南部サービスセンター 磯子営業所ほか１か所 

エ 東部サービスセンター 港北営業所ほか２か所 

(5) 一連の調達契約に関する事項 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 軽油（７月～９月分） 約 4,392キロリットルの購入  

平成18年５月頃 

イ 軽油（10月～12月分） 約 3,708キロリットルの購入 

平成18年８月頃 

ウ 軽油（１月～３月分） 約 3,622キロリットルの購入 

平成18年11月頃 

 (6) 入札方法 

第１号アからエに掲げる物品ごとに入札に付し、１キロリットル（ 1,000リットル）当たりの単価に

より行う。 

２ 入札参加資格 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。 

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

条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

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

者であること。 

(3) 平成18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市交通局一般競争参加停止及び

指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該物品を確実に納入することが可能な者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 
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平成18年２月９日（ただし、供給保証書は平成18年２月16日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市交通局総務部財務課（関内中央ビル７階）         

村越 電話 045(671)3172（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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、第３項第３号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで

閲覧に供する。 

６  入札説明書等の交付 

(1) 交付期間                                               

平成18年１月31日から平成18年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで、及び午後１時から午後２時まで） 

(2) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 

(3) 交付方法 

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

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

交付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時並び場所等 

平成18年３月17日午後２時 横浜市交通局総務部財務課入札室 

ただし、郵送による入札については、平成18年３月16日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

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

て有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払                         

行わない。 

(2) 契約金 

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

12 その他                                 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3）契約の条件 

この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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. 1,198kl of gas oil 

② Purchase of approx. 1,076kl of gas oil 
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③ Purchase of approx.  672kl of gas oil 

④ Purchase of approx. 1,032kl of gas oil 

(2) Date of tender: 2:00 p.m., 17 March, 2006 

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

Transportation Bureau, City of Yokohama, 

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

TEL 045(671)3172 

 

 

交通局調達公告第８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18年1月31日 

                                  横浜市交通事業管理者 

交通局長  魚 谷 憲 治 

 

番 

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する事

務を担当する部

課の名称及び所

在地 

落札者又

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 平成17年度一般

乗合自動車（第

３次）購入 

７両 

横浜市交通局総

務部財務課 

中区港町１丁目

１番地 

平成 17 年

11月29日

横浜日野自動車株式

会社 

瀬谷区北町36番地30

円

105,840,000

随意契約 － 政府調達

に関する

協定(平

成７年条

約第23号

)第15条

第１項（

b） 

２ 

 

軽油（１月～３

月分）第1ブロ

ック約1,158キ

ロリットルの購

入 

同 平成 17 年

12月26日

エナージエンヂニア

リング株式会社 

東京都中央区新川二

丁目１番７号 

円

100,641,780

随意契約平成 17 年

11月１日

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（

ａ） 

３ 軽油（１月～３

月分）第２ブロ

ック約1,048キ

ロリットルの購

入 

同 同 昭和礦油株式会社 

中区扇町４丁目１２

番１号 

円

90,639,319

随意契約同 同 

 

４ 軽油（１月～３

月分）第３ブロ

ック約904キロ

リットルの購入

同 同 エナージエンヂニア

リング株式会社 

東京都中央区新川二

丁目１番７号 

円

78,642,576

随意契約同 同 

５ 軽油（１月～３

月分）第４ブロ

ック約1,174キ

ロリットルの購

入 

同 同 昭和礦油株式会社 

中区扇町４丁目１２

番１号 

円

101,169,450

一般競争

入札 

同 － 

 



横浜市報調達公告版 

                                第６号 平成 18 年１月 31 日発行 

                                                    

                        80

 

病院経営局調達公告第２号                                         

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行                

 次のとおり一般競争入札を行う。                             

   平成18年１月31日                                       

                                                           横浜市病院事業管理者 

                                               病院経営局長 岩 﨑  榮 

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18年４月１日から平成19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、入札参加資格を有することの

確認を受けなければならない。                 

 (1) 横浜市病院経営局契約規程（平成17年３月病院経営局規程第32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「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18年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市病院経営局一般競争参加停

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) 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資格の確認申請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18年２月9日（ただし、実績調書等は平成18年２月16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                                       

  入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認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。 

病 院 経 営 局 
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６ 入札説明書等の交付                                       

 (1) 交付期間                                               

   平成18年１月31日から平成18年２月23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、横浜市病院経営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                             

  平成18年３月16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18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) 横浜市病院経営局契約規程第24条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

  横浜市病院経営局契約規程第17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箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他                     

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成18年度横浜市各会計予算が平成18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., 16 March, 2006 

 (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 

 

 

病院経営局調達公告第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18年１月31日                                       
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                                           横浜市病院事業管理者 

                                                病院経営局長 岩 﨑  榮 

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18年４月１日から平成19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) 横浜市病院経営局契約規程（平成17年３月病院経営局規程第32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18年２月9日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市病院経営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17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18年２月9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18年１月31日から平成18年２月23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 
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    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、横浜市病院経営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                             

  平成18年３月14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18年３月13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) 横浜市病院経営局契約規程第24条の規定に該当する入札 

９ 落札者の決定                                             

  横浜市病院経営局契約規程第17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18年度横浜市各会計予算が平成18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., 14 March, 2006 

 (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 

 

 

病院経営局調達公告第４号 

特定調達契約に係る指名競争入札の施行 

 次のとおり指名競争入札を行う。 

    平成１８年１月３１日 

横浜市病院事業管理者 

                            病院経営局長  岩  﨑  榮 

１ 競争入札に付する事項 
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 (1) 件名及び数量 

    横浜市立脳血管医療センター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１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで 

 (4) 履行場所 

磯子区滝頭１－２－１  横浜市立脳血管医療センター 

 (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) 横浜市病院経営局契約規程（平成 17 年３月 31 日横浜市病院経営局規程第 32 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１８年２月９日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市病院経営局一般競争参加停

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) 当センター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。   

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１８年２月９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１－２－１ 

横浜市立脳血管医療センター管理課  

菊川 電話 ０４５－７５３－２６１７（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 18 年１月 31 日から平成 18 年２月 23 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１－２－１ 

横浜市立脳血管医療センター管理課 

電話 ０４５－７５３－２６１７（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、横浜市病院経営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 

平成１８年３月 14 日 午前１０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１８年３月 13 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) 横浜市病院経営局契約規程第 24 条の規定に該当する入札  

９ 落札者の決定 

横浜市病院経営局契約規程第 17 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１８年度横浜市各会計予算が平成 18 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 Stroke and Brain Center、１ Set 

(2) Date of tender: 10:00 a.m， 14 March，2006 

(3) Contact point for the notice: Management Division，Yokohama Stroke and Brain Center 

    1-2-1 Takigashira, Isogo-ku, Yokohama   235-0012 

TEL 045-753-2617 
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平成 18 年調達公告版第４号２ページ目次中 18 行目「同（横浜市立脳血管医療センターで使用する電力

3,700,000 キロワットアワーの供給）」は｢特定調達契約に係る一般競争入札の施行（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）」の誤り。 

平成 18 年度調達公告版第４号 140 ページ２行目、３行目「指名競争入札」は「一般競争入札」の、同ペ

ージ６行目「岩 崎  榮」は「岩  﨑  榮」の、同ページ９行目「電力 3,700,000 キロワットアワー」

は「電力約 3,700,000 キロワットアワー」の、同ページ 10 行目「物質の特性等」は「供給内容」の、同ペ

ージ 12 行目「期限」は「期間」の、同ページ 19 行目「指名の通知」は「入札参加資格を有することの確

認」の、同ページ 25 行目「横浜市」は「横浜市病院経営局」の、同ページ 26 行目「基づく指名停止」は

「基づく一般競争参加停止及び指名停止」の、同ページ 27 行目「一般事業者」は「一般電気事業者」の、

同ページ 32 行目「係る指名を希望する」は「参加しようとする」の、同ページ 43 行目「指名通知後、指名

通知書」は「入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認」の誤り。 

 

 

正 誤 


