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第５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 
   （庶務事務システム開発運用等包括的業務委託（第２期））･･････････････････････････････････２ 
△ 同（広報よこはま」区版と市版 約18,338,800部の印刷）････････････････････････････････････６ 
△ 5,000万円以上６億円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 

（小野橋耐震補強工事（その１） ほか19件）･･････････････････････････････････････････････８ 
△ 5,000万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 

（大道人道橋・境木跨線人道橋耐震補強工事 ほか６件）････････････････････････････････････40 
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ａ型（Ｔ－14用）φ 600 870組の製造 ほか１件）･････････････････51 
△ 同（高分子凝集剤 約153トンの購入）･････････････････････････････････････････････････････53 
△ 同（高分子凝集剤 約88トンの購入）･･････････････････････････････････････････････････････55 
△ 同（次亜塩素酸ソ－ダ（濃度12％） 約910トンの購入）･････････････････････････････････････57 
△ 同（ポリ硫酸第二鉄溶液 約820トンの購入）･･･････････････････････････････････････････････59 
△ 同（ポリ塩化アルミニウム溶液（10％） 約 318,000キログラムの購入）･･････････････････････61 
△ 同（焼却設備用白灯油 約781,000リットルの購入）･････････････････････････････････････････63 
△ 同（小型ごみ収集車（回転板式）（その１） ７台の借入 ほか３件）････････････････････････65 
△ 同（ハイブリッド小型ごみ収集車（回転板式）（その１） ７台の借入ほか３件）･･････････････67 
△ 同（小型し尿吸上車 ７台の借入）････････････････････････････････････････････････････････69 
△ 同（炭酸ソーダ(その１) 約506トンの購入 ほか１件）･････････････････････････････････････71 
△ 同（覆土材（切砕 約6,625立方メートル及び再生路盤材 約4,415立方メートル）の購入）･･････73 
△ 同（高反応性消石灰 約 1.396,184キログラムの購入 ほか１件）････････････････････････････75 
△ 同（高反応性消石灰 約 1,264,000キログラムの購入 ほか１件）････････････････････････････77 
△ 同（高反応性消石灰 約417,833キログラムの購入）･････････････････････････････････････････79 
△ 同（寝具Ａ 一式の借入（掛布団、敷布団、毛布、枕及びカバー約800組 ほか３件）･･･････････81 
△ 同（水槽付消防車（Ⅰ－Ｂ）シャシ ４台の購入）･･････････････････････････････････････････83 
△ 同（水槽付消防車（Ⅰ－Ｂ）ぎ装  ４台の製造）･･････････････････････････････････････････85 
△ 同（コピー用紙（再生紙）Ａ４ 約14,400箱の購入 ）･･････････････････････････････････････87 
△ 同（横浜市港湾局出田町ふ頭で使用する電力約4,200,000キロワットアワーの供給）･････････････89 
△ 同（横浜市中央図書館で使用する電力 約5,211,000キロワットアワーの供給）･････････････････91 
△ 同（泉区総合庁舎で使用する電力 約 2,067,480キロワットアワーの供給）･･･････････････････93 
△ 同（都筑区総合庁舎で使用する電力 約2,754,000キロワットアワーの供給）･･･････････････････95 
 
【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）9,500個の購入 ほか12件）････････ 97 
△ 一般競争入札の施行 

（口径25ミリメートル水道デジタルメーター（新品）1,000個の購入 ほか13件）･･････････････100 
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

（横浜市水道局小雀浄水場で使用する電力約69,300,216キロワットアワーの供給 ほか８件）･･･102 
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （計算センター帳票類作成等業務委託 一式）･････････････････････････････････････････････105 
△ 5,000万円以上の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
  （上大岡西三丁目ほか１か所φ１００から３００ｍｍ新設工事 の工事）･････････････････････107 
△ 5,000万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
  （野毛山配水池流出管防食塗装工事 ほか７件）･･･････････････････････････････････････････112 
 
【交通局】  
△ 2,500万円以上の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 

（高速鉄道４号線中山駅新築工事（電気設備） ほか３件）･････････････････････････････････128 
△ 2,500万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 

（鶴見営業所浴室及び脱衣室改修工事 の１件）･･･････････････････････････････････････････136 
△ 同（平成19年度 バス用タイヤ整備Ａ 一式 ほか３件）･･･････････････････････････････････139 
△ 特定調達契約の落札者等の決定･･･････････････････････････････････････････････････････････141 
 
【病院経営局】 
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
   （横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約3,640,000キロワットアワーの供給）････････142 
△ 同（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）･･･････････････144 
△ 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）･････････････････････････････････････146 
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横浜市調達公告第 37 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 19 年 1 月 30 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) 事業名称 
    庶務事務システム開発運用等包括的業務委託（第２期） 
 (2) 事業内容 

入札説明書等による。 
 (3) 事業期間 

契約締結日から平成 25 年３月 31 日まで（詳細は、入札説明書等による。） 
 (4) 予定価格 

1,633,100,000 円（消費税及び地方消費税含む。） 
 (5) 入札方法 

価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札により行う。 
（詳細は、入札説明書等による。） 

２ 競争参加資格 
  入札に参加しようとする者は、単独又は共同企業体で構成されており、下記の要件をすべて満たすもの

であること。 
(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項の規定に定めた資格を有する者であること。  

(2) 競争参加資格確認申請書の受付締切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の措置を受けていない者
であること。 

(3) 平成 17・18 年度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、「コンピュータ
業務」に登録が認められている者で、かつ、細目Ａに該当し、Ａ等級に格付けされている者であるこ
と。 

(4) 平成 17・18 年度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、「その他の委
託・その他の業務」に登録が認められている者で、行政又は民間企業内部の間接的業務（例えば人事、
給与、福利厚生、事務用品購入などに係る事務）におけるアウトソーシング（専門知識やノウハウを
持つ外部事業者に、業務の企画・設計から運営までを委託することで、例えば単なる人材派遣業務は
除く）の受託実績を有する者であること。 

(5) 共同企業体で参加する場合は、自主結成であり、企業間で協定書を締結していること。 
(6) 共同企業体で参加する場合は、代表企業を定めること。この場合、構成企業の中で出資比率が も

大きい者を代表企業とすること。 
(7) 共同企業体で参加する場合は、すべての構成企業が上記(1)及び(2)に該当していること。また、す

べての構成企業が上記(3)又は(4)、若しくは両方に該当し、かつ、共同企業体全体として(3)及び(4)
の要件を満たしていること。 

※ なお、単独・複数（構成企業含む。）に関わらず、１企業が参加できる入札は１回とする。 
３ 競争参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（前項に規定する登録のない者で、入札説明書等に定める名簿登載手
続を行うものを含む。）は、次のとおり競争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 
  入札説明書等に掲げる書類を第３号に掲げる部課に提出すること。 
(2) 提出期限 

平成 19 年１月 30 日（火）から平成 19 年２月９日（金）までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、
午前９時から午後５時 15 分まで（ただし、正午から午後１時を除く。） 

(3) 問い合わせ先 
横浜市中区港町２丁目９番地 関内駅前第二ビル 2階横浜市 2E 会議室内 

   横浜市行政運営調整局行政システム推進部ＩＴ活用推進課（分室） 
   電話 045(671)2116（直通） 

※ 郵送の場合は、〒231-0017 横浜市中区港町 1丁目 1番地 
横浜市行政運営調整局行政システム推進部ＩＴ活用推進課（市庁舎 3階） 

４ 競争参加資格の喪失 
競争参加資格の確認結果の通知後、競争参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が次のい

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) 入札説明書等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 19 年１月 30 日から平成 19 年３月５日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時か

調 達 公 告 
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ら午後５時 15 分まで（ただし、正午から午後１時を除く。） 
(2) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 
(3) 交付方法 

入札説明書等は CD-ROM で無償にて交付する。なお、入札説明書等の一部については、横浜市ホーム
ページ上においても掲載する。 

７ 入札の日時及び場所等 
 (1) 日時 
   平成 19 年３月 13 日午前 10 時 
   なお、郵送による入札については、平成 19 年３月 12 日午後５時 15 分までに第３項第３号に掲げる

部課に必着のこと。 
 (2) 場所  

関内駅前第一ビル 2階 202 特別会議室 
８ ヒアリング 
  入札後に提案等についてヒアリングを行う。 
 (1) 日時 平成 19 年３月 15 日（木） 
 (2) 場所 松村ビル別館 501 会議室 
 (3) その他 ヒアリングの時間、実施方法等については、入札終了後、入札参加者に提示する。 
９ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 入札説明書等に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
(2) 入札公告及び入札説明書等に示した競争参加資格のない者が行った入札 
(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
(4) 郵送により入札書の提出を行う場合に、入札説明書等に定める方法によらない入札 
(5) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

  (6) その他、入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 
10 落札者の決定 

評価に関しては、「評価委員会」を市に設置し、落札者決定基準に基づき、予定価格の範囲内で審査の
うえ、市が決定する。なお、落札者決定基準は別記のとおりとする。 

11 入札保証金及び契約保証金 
いずれも免除する。 

12 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 

契約書に基づき支払う。 
13 その他 
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
(2) 契約書作成の要否 

要する。 
(3) 詳細は、入札説明書等による。 

14 Summary  
(1) Subject matter of the contract:  

Develop and use of the General affairs business system（The second） 
(2) Date of tender: 10:00 a.m., 13 March, 2007 
(3) Contact point for the notice: Administrative Management and Coordination Bureau  

Administrative Promotion Department Information Technology Application Promotion Division, 
City of Yokohama, 2-9 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045 (671)2116 

 
別記「落札者決定基準」 
１ 基本的な考え方 

落札者の決定にあたっては、本市にとって 適な事業者を選定するため、予定価格の制限の範囲内の
価格をもって有効な入札をした者のうち、提案内容の評価である「技術点」に入札価格の評価である
「価格点」を加算する総合評価方式を採用し、「総合評価点数」の も高い入札者を落札者とする。 

 (1) 技術点 
「提案評価表」（別紙１）に基づき提案内容を評価し、「技術点」を与える。ただし、本市の定める必

須項目について項目ごとに 低限要求する要件を満たしていない場合は、落札者としない。 
技術点の満点は６００点とする。 

 (2) 価格点 
入札価格については、後に示す計算式に基づき、「価格点」を与える。 
価格点の満点は４００点とする。 

 (3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法 
(1)及び(2)で評価した「技術点」及び「価格点」の合計点数（＝総合評価点数）が も高い者を落札

者とする。 
合計点数の満点は１０００点（技術点６００点＋価格点４００点）とする。 

(4) 有効数字 
「技術点」及び「価格点」の算出にあたっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数点以下２桁目

で四捨五入する。 
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 (5) 総得点の も高い者が２以上あるときの対応 
   当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かな

い者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 

２ 技術点 
技術点は、評価基準に基づき、評価委員会が総合評価のための提案書を審査し、次により算出する。 

 (1) 配分の考え方 
提案評価表の各評価項目に配分する得点は、次のように設定する。 

配分の考え方 評価項目（大項目） 配点 比重 
ア 提案の基本的な考え方等について 1 基本的事項 40 6.7%
イ 業務機能要件について 2 機能要件 175 29.2%

ウ 継続性／信頼性・安全性等について 3 システムの継続性 
4 システムの信頼性・安全性等 

150 25.0%

エ 拡張性／保守・支援について 4 システムの拡張性・柔軟性 
5 保守・支援等 

85 14.1%

オ 開発方法／スケジュール等について 6 開発方法・スケジュール等 150 25.0%

 (2) 各評価項目の評価点 
提案書の記述内容により、０点から５点までの６段階評価とする。 
６段階評価の目安は、次のとおりとし、本市で想定している一般的な提案は３点とする。 

【評価の目安】 
非常に優れている       ５点 
優れている          ４点 
普通（本市で想定する提案）  ３点 
劣っている          ２点 
非常に劣っている       １点 
記述がない          ０点 

 (3) 各評価項目の重み 
重要度に応じて、「１」から「５」までの重みを評価項目ごとに設定する。 
重みが「５」の項目を必須項目とする。 

 (4) 評価項目点 
   評価項目ごとの評価点に各評価項目の重みを乗じて得た点を評価項目点とする。 

 (5) 技術点に係る得点 
評価委員会の各委員の合計点の平均を当該入札者の技術点に係る得点とする。 

(6) 必須項目 
「提案評価表」（別紙１）において「重み」が「５」の項目は、本市が特に重要と考える項目であり、

必須項目とする。 
必須項目の提案内容が、「提案書作成要領」における「記述内容（要求要件）」を満たしていないもの

は、不合格とする。 

３ 価格点 
 (1) 価格点は次により算出する。 

価格点＝２４０＋１６０× 低入札価格÷入札価格 

   入札者のうち、 低の入札価格の者の価格点を４００点とし、 低の入札価格以外の入札価格の者は、
当該入札価格に応じて 低の入札価格に対する割合に１６０点を乗じた上で、基礎点として２４０点
を加算した点を価格点とする。 

 (2) 入札価格は、次の項目をすべて盛込むものとする。 
  ア 契約期間中（「契約締結日から平成２５年３月３１日まで」、以下同じ。）に発生するソフトウェア

開発費とそれに係る施工管理等調整費 
  イ 契約期間中のシステム運用費（研修、説明会等、ユーザ支援機能等を含む） 

ウ 契約期間中のシステム管理、点検保守、障害対応・障害管理、各種報告等保守作業 
エ 契約期間中に開発したシステムの改修費 
オ 契約期間中の庶務事務集中センター（仮称）における業務処理に要する費用 
カ その他必要な費用 

 (3) 入札者の入札額が本市の予定価格の１０５分の１００を上回った場合は、当該入札者を落札者としな
い。 
４ 総合評価点数の考え方 

技術点と価格点の割合は６：４（技術点６００点、価格点４００点）とするが、これは次の考え方によ
るものとする。 
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(1) 基本的な配分 
技術点と価格点の配分は、基本的には４：４（技術点４００点、価格点４００点）とする。 

 (2) 技術点の加点 
将来的な本市における「庶務事務」に関する事務処理方針に適切に対応するため、システムの拡張

性・柔軟性及び開発方法／プロジェクト管理などの評価項目を提案評価表に盛込み、これにかかる技
術点２００点を考慮することとし、技術点の配点を６００点とする。 
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横浜市調達公告第 38 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 19 年１月 30 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 18,338,800 部の印刷 

(2) 物品の特質等 
入札説明書による。 

 (3) 納入期間 
   平成 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日まで 
 (4) 納入場所 
    各区役所広報相談係ほか計 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。                                    
 (6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
    入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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「カラー印刷」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 19 年２月８日から開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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年２月８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 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
      野村 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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成 19 年１月 30 日から平成 19 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  
    横浜市市民活力推進局広報相談サービス部広報課 

      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 
(1) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成 19 年３月 14 日から平成 19 年３月 16 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９

時から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
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(ｱ) 入札日時 
平成 19 年３月 19 日午後１時 30 分 

(イ) 入札場所  
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 

(2) 開札予定日時 
平成 19 年３月 19 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
 (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。 
  (2) この契約は、平成 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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。 
 (3) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Printing of approx.18,338,800 copies of Yokohama City 
Newspaper “Koho Yokohama” 

(2) Deadline for the tender: 1:30 p.m., 19 March,2007 
(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination 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 39 号 

5,000 万円以上６億円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
次のとおり、「小野橋耐震補強工事（その１）」ほか 19 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成19年１月30日 
 

契 約 事 務 受 任 者 
横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２
項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有する
者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 
(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 
(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。ただし
、設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下、「電子図渡
し案件」という。）を除く。 

(6) IC カードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(7) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子

入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 
 
２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、９(12)に定める場合を除く。 
(2) 設計図書の購入等 
ア 設計図書は、イの期間に工事ごとに定める工事担当課において閲覧に供する。ただし、オの場合を

除く。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成 19 年２月２日 午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市のホームページ又は横浜市行政運営調整局契約第一課及び契約第二課掲示板を参照すること
。 

  オ 電子図渡し案件については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードするこ 
と。 

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

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また

、郵便による入札は認めない。 
(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場合を除

き、認めない。 
(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札シス

テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用
基準（工事請負関係）第 13 条を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた
設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させ
ること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額
に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参
加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入
札がないときは、当該入札を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 
 

４ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 
(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入

札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同

一の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員と
して入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 
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(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IC
カード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人による IC
カードを用いて行った入札 

 
５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（以下「
落札候補者」という。）及び当該価格を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじに
より落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし
、入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効
とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をも
って入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決
定するまで同様の手続を繰り返す。 

(5) (3) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開
札日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午
後５時までの間に契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記
期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を
満たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、
当該落札候補者に通知する。 

(7) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(3) の入札参加資格の
確認とあわせて、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱（以下「低入札要綱」という。）に定
める調査を行う。 

(8) (7) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと
なるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の
範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とす
る。 

(9) (7) の調査にあたっては、当該落札候補者は、低入札要綱に定める書類を各３部、別に指定した日
時までに契約第一課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければならない。上記の期限
までに書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(8) に該当するものとし当該落札候
補者を落札者としないものとする。 

(10) (9) に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること
。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、(8) に該当するものとし当該落札候補者を落札者と
しないものとする。 

(11) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、工事ごとに定める技術
者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満
たす技術者を、監理技術者とは別に、施工現場に専任で 1 名配置しなければならない（特定建設共同
企業体の場合、各構成員が配置すること）。なおこの場合、必要書類の提出及び確認の方法は(5)に定
めるところによる。 

(12) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置
要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）
には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の
価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 
６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条から第
29 条までの規定よる。 

 
７ 契約金の支払方法 

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

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各
会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支
払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出
来高に応じて行う。 

 
８ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 
(1) ６(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条第 1 項に定める契約保証金
の額は、契約金額の100 分の 30 以上とする。 

(2) ７(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契
約を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある
場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う
。 
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 (3) 本市が定める工事については、工事完成後、低入札要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行う
ものとする。 

 
９ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか
否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締
結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市
条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する
。 

(4) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ
の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(5) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技
術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入
札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでな
い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止し、又は取消すことがある。 
 (7) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 
 (8) 開札後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措

置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 
イ 落札候補者となった者が、５(5) に定める書類の提出をしない場合 
ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、低入札要綱
第４条第１項第１号に該当した場合 

(9) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項の
規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は
、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、開札日において、平成 17・18 年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種
の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を
乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事
請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する
こと。 

(10) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額に
かかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

(11) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜
市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定
書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約
第一課長あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならな
い。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市のホームページ又は横浜市行政運営調整局契約第一課及び契約第二課掲示板を参照すること。 

(12) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則
、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工
事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０６１２０１０１８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小野橋耐震補強工事（その１） 

施工場所 
鶴見区小野町４０番地先から８８番地先まで 

工事概要 

縁端拡幅ブラケット設置工７２基、落橋防止壁補強工１２基、変位制限装置設置工４２基 
、落橋防止装置設置工１０基 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１６日まで 

予定価格 ８１，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 鋼構造 

格付等級 ‐ 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

鋼構造物工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、落橋防止装置又は鋼製の変位制限装置を設置した工事 
の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に落橋防止装置 
の形式、材質及びそれらの装置を設置した橋梁名を記入し、併せて、その実績を証明する 
契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６１２０１０１８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
岡沢橋・みなとみらい７号橋耐震補強工事 

施工場所 
保土ケ谷区岡沢町６７番地先ほか１か所 

工事概要 

岡沢橋：落橋防止装置設置工４か所、変位制限装置設置工４か所、みなとみらい７号橋： 
落橋防止装置設置工２０か所、変位制限装置設置工１７か所 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ７７，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 鋼構造 

格付等級 ‐ 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

鋼構造物工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、落橋防止装置又は鋼製の変位制限装置を設置した工事 
の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に落橋防止装置 
の形式、材質及びそれらの装置を設置した橋梁名を記入し、併せて、その実績を証明する 
契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６１４０１０１４０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１中央地区道路（港湾２号線）整備工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目３番地先から９番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工４，２９１㎡、平石張工１，２２２㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝４２７ｍ、区 
画線設置工Ｌ＝２，４６１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１６日まで 

予定価格 ８３，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０２  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６１４０１０１４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（Ｄ街区整備工） 

施工場所 
中区南本牧ふ頭 

工事概要 

掘削工（掘削工１１，１７９㎥、埋戻工３１９㎥、残土運搬工１０，９２２㎥）、舗装工 
６，４６９㎡、小型重量式擁壁工一式、Ｕ型側溝工Ｌ＝１３８ｍ、集水桝築造工２か所、 
ネットフェンス設置工（Ｈ＝１．８ｍ、Ｌ＝６１３ｍ）、立入防止柵設置工（Ｈ＝１．５ 
ｍ、Ｌ＝２１ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月２８日まで 

予定価格 ６４，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 港湾局南本牧ふ頭建設事務所 電話 ０４５－６２２－５５４０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０６９４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
河川水位情報提供に伴う水位計等設備工事 

施工場所 
瀬谷区宮沢四丁目７番地先ほか６か所 

工事概要 

レベル計製作・据付１２台、ネットワークカメラ製作・据付７台、警報装置製作・据付一 
式、制御設備製作・据付一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ７９，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気通信 

格付等級 ‐ 

登録細目 【電気通信：通信設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

電気通信工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

上記の技術者は、平成８年４月１日以降に完成した、水位計を検出器とする水位情報監視 
システム工事の元請としての施工経験を有すること。 
 
平成８年４月１日以降に完成した、河川又は河川施設等における、水位計を検出器とする 
水位情報監視システムの新設又は増設工事の元請としての施工実績を有し、かつ、同設備 
は開札日において１年以上の稼動実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。工事内容欄 
に工事概要を記入すること。） （３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６ 
年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）施 
工実績調書（工事内容欄に工事を施工した河川又は施設の名称、工事概要及び当該設備の 
稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付 
すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５２  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０６９４ 

工事件名 
河川水位情報提供に伴う水位計等設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（２）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理 
  技術者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的 
  な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（３）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（４）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（５）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                第５号 平成 19 年１月 30 日発行 

                                                    

                        17

契約番号 ０６２１０１０６９６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成１８年度柏尾川改修工事（その２） 

施工場所 
港南区下永谷一丁目１７２８番１６から下永谷六丁目３３７番２まで 

工事概要 

バックホウ床堀工６１８㎥、盛土工３，３８１㎥、コンクリートブロック工７５８㎡、脱 
色アスファルト舗装工８０７㎡、防護柵設置工Ｌ＝１８２ｍ、塩ビ管布設工（Φ２５０㎜ 
～Φ４５０㎜、Ｌ＝１６４．１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１６日まで 

予定価格 ８６，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあるこ 
と。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８７  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０６９７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区三吉地区下水道再整備工事（その１０） 

施工場所 
南区万世町１丁目１番地先から２丁目３８番地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（Φ２５０㎜～Φ４００㎜、Ｌ＝１１５．５ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２５０ 
㎜～Φ４００㎜、Ｌ＝３３４．２ｍ）、勾配復元工（インバート工、Ｌ＝１１１．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月３１日まで 

予定価格 ８０，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあるこ 
と。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０６９８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区浅間地区下水道再整備工事 

施工場所 
西区浅間町２丁目９４番地先から９８番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝１７１．１ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０ 
㎜～Φ４００㎜、Ｌ＝６０８．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２８日まで 

予定価格 ７２，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７０４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
水防災情報システム下水道施設関連設備工事 

施工場所 
中区本牧十二天１番１号ほか６か所 

工事概要 

情報監視装置製作・据付１組、情報監視端末製作・据付３組、入出力装置製作・据付４組 
、ソフトウェア製作・据付一式、レベル計製作・据付２台 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月１４日まで 

予定価格 ５７，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気通信 

格付等級 ‐ 

登録細目 【電気通信：通信設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気通信工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

上記の技術者は、平成８年４月１日以降に完成した、河川施設又は類似施設（下水道施設 
、水道施設等）における、広域監視システム工事又は遠方監視制御システム工事の元請と 
しての施工経験を有すること。 
 
平成８年４月１日以降に完成した、河川施設又は類似施設（下水道施設、水道施設等）に 
おける、広域監視システム又は遠方監視制御システムの新設工事（各施工実績は施工内容 
に情報処理装置、表示装置、中央監視装置、及び入出力装置を含むものに限る。）の元請 
としての施工実績を有し、かつ、同設備は開札日において１年以上の稼働実績を有するこ 
と。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。工事内容欄 
に工事を施工した施設の名称及び工事概要を記入すること。） （３）監理技術者講習修 
了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けてい 
る者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事を施工した施設の名称、工 
事概要及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書 
の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７０４ 

工事件名 
水防災情報システム下水道施設関連設備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留意すること。 
（２）本件工事において製作・据付する機器・装置のうち、指定した製品については、環 
  境創造局指定製品及び選定業者名簿（下水道設備用）において選定された製造業者の 
  製品を使用する旨、一般仕様書において定めがあるので留意すること。 
（３）元請負人が本件工事に含まれる工場製作を自社工場で行う場合のみ、配置する監理 
  技術者は、当該工場製作過程に限り、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的 
  な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。 
（４）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（５）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（６）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（７）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２１０１０７０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区たちばなの丘多目的雨水調整池築造工事 

施工場所 
旭区市沢町５０５番地先から５４８番地先まで 

工事概要 

放流渠築造工（泥水式推進工、Φ１，５００㎜、Ｌ＝１２８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２２日まで 

予定価格 １７７，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成８年４月１日以降に完成した管径１，２００㎜以上の推進工事の元請としての 

施工実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、 
出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

（２）平成８年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工 
経験を有する推進工事技士（社団法人日本下水道管渠推進技術協会の資格を有する技 
術者）を施工現場に専任で配置すること（監理技術者との兼任可）。 
なお、当該推進工事技士は開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 

専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならな 
い。 

提出書類 

※次頁のとおり 
  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３９７３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７０６ 

工事件名 
神奈川処理区たちばなの丘多目的雨水調整池築造工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。推進工事技 
士については、配置技術者（変更届）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士の番号 
を、工事経験欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入すること。） （３）推進工事技 
士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康保険証の写し等 
） （４）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術 
者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） （５）施工実績調書（工事内容欄に推 
進工法の種類、管径及び延長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書 
の写し等の書類を添付すること。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２１０１０７０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区磯子ポンプ場処理水再利用送水管布設工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３４番地先から磯子二丁目１９番地先まで 

工事概要 

ポリエチレン管布設工（Φ１５０㎜、Ｌ＝２，１５５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ８月３１日まで 

予定価格 １２０，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３９７０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区谷本川右岸２号雨水幹線下水道整備工事（その２） 

施工場所 
青葉区下谷本町２６番１４地先から２１番１０地先まで 

工事概要 

泥濃式推進工（Φ２，０００㎜、Ｌ＝２０９．７ｍ）、特殊人孔築造工１か所 

工期 契約締結の日から平成１９年１２月１４日まで 

予定価格 ２２６，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成８年４月１日以降に完成した管径１，６００㎜以上の推進工事の元請としての 

施工実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、 
出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

（２）平成８年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工 
経験を有する推進工事技士（社団法人日本下水道管渠推進技術協会の資格を有する技 
術者）を施工現場に専任で配置すること（監理技術者との兼任可）。 
 なお、当該推進工事技士は開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならな 
い。 

提出書類 

※次頁のとおり 
  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７０８ 

工事件名 
都筑処理区谷本川右岸２号雨水幹線下水道整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。推進工事技 
士については、配置技術者（変更届）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士の番号 
を、工事経験欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入すること。） （３）推進工事技 
士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康保険証の写し等 
） （４）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術 
者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） （５）施工実績調書（工事内容欄に推 
進工法の種類、管径及び延長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書 
の写し等の書類を添付すること。） 
 
【注意事項】 
（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施 
  工に該当する工事（ただし、本件工事の開札日において、竣工検査及び引渡しが完了 
  している場合は隣接施工には該当しない。）：都筑処理区谷本川右岸２号雨水幹線下 
  水道整備工事 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２１０１０７０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部処理区平安地区下水道再整備工事（その４） 

施工場所 
鶴見区平安町２丁目２番地先から１６番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ５００㎜、Ｌ＝７４４．６ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０ 
㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝５６９．７ｍ）、勾配復元工（インバート工、Ｌ＝１７５．６ｍ） 
、鋼製さや管方式推進工（Φ５００㎜、Ｌ＝２．７ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月１５日まで 

予定価格 １５２，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７０９ 

工事件名 
北部処理区平安地区下水道再整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２１０１０７１０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部処理区山下地区下水道再整備工事（その１０） 

施工場所 
中区山下町３番地先から日本大通４７番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝２７８．９ｍ）、泥濃式推進工（Φ８００ 
㎜、Ｌ＝８１．４ｍ）、管きょ更生工（Φ２３０㎜～Φ９００㎜、Ｌ＝７６５．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 １月３１日まで 

予定価格 １７１，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１８年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７１０ 

工事件名 
中部処理区山下地区下水道再整備工事（その１０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２１０１０７１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区岡村地区下水道再整備工事（その４） 

施工場所 
磯子区岡村四丁目２２番地先から３１番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ４５０㎜、Ｌ＝８０．５ｍ）、泥濃式推進工（Φ８００㎜ 
、Ｌ＝２５２．４ｍ、Ｒ＝１３ｍ（１か所））、鋼製さや管方式推進工（Φ２５０㎜、Ｌ 
＝５．０ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０㎜、Ｌ＝１１．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月１５日まで 

予定価格 １８１，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成８年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工 

実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資 
比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

（２）平成８年４月１日以降に完成した 小曲線半径６０ｍ以下の施工箇所を含む管径 
８００㎜以上の推進工事の元請としての施工経験を有する推進工事技士（社団法人日 
本下水道管渠推進技術協会の資格を有する技術者）を施工現場に専任で配置すること 
（監理技術者との兼任可）。 
なお、当該推進工事技士は開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 

専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならな 
い。 

提出書類 

※次頁のとおり 
  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７１１ 

工事件名 
南部処理区岡村地区下水道再整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。推進工事技 
士については、配置技術者（変更届）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士の番号 
を、工事経験欄に推進工法の種類、管径、延長及び 小曲線半径を記入すること。） （ 
３）推進工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康 
保険証の写し等） （４）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日 
以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） （５）施工実績調書（ 
工事内容欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入し、併せて、その実績を証明する契約 
書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２３０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南日吉住宅第２期建替工事（建築工事） 

施工場所 
港北区日吉本町四丁目１２２９番１ 

工事概要 

ＲＣ造、地上４階建、２棟、延床面積（Ｂ号棟１，４９２．３６㎡、Ｃ号棟 
１，４４４．６２㎡） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ５月３０日まで 

予定価格 ５００，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局住宅整備課 電話 ０４５－６７１－２９７２  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２３０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）上飯田地区集会所新築その他工事 

施工場所 
泉区上飯田町１３３１番地ほか 

工事概要 

ＲＣ造、平屋建、延床面積１３５㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月１４日まで 

予定価格 ５１，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月２０日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２１日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 まちづくり調整局住宅整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２３０１００６４ 

工事件名 
（仮称）上飯田地区集会所新築その他工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は、繰越明許費に係る契約であり、平成１８年度補正予算が横浜市議会に 
  おいて可決されることによって、その効力を生じ、かつ、確定するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２３０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南日吉住宅第２期建替工事（電気設備工事） 

施工場所 
港北区日吉本町四丁目１２２９番１ 

工事概要 

ＲＣ造、地上４階建、２棟、延床面積（Ｂ号棟１，４９２．３６㎡、Ｃ号棟 
１，４４４．６２㎡）の建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ５月３０日まで 

予定価格 ５４，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷 
区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２３０１００６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南日吉住宅第２期建替工事（衛生設備工事） 

施工場所 
港北区日吉本町四丁目１２２９番１ 

工事概要 

ＲＣ造、地上４階建、２棟、延床面積（Ｂ号棟１，４９２．３６㎡、Ｃ号棟 
１，４４４．６２㎡）の建築工事に伴う衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ５月３０日まで 

予定価格 ６５，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいず 
れかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証 
の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２４０１００１８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅西口第１地区下水道整備工事（その１） 

施工場所 
戸塚区戸塚町及び吉田町地内（市街地再開発事業区域内） 

工事概要 

低耐荷力オーガ推進工（Φ４５０㎜、Ｌ＝７８ｍ）、泥水式推進工（Φ８００㎜、Ｌ＝ 
２８５．７ｍ、Ｒ＝４０ｍ（１か所））、立坑築造工３基 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ９月２８日まで 

予定価格 ２１５，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成８年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工 

実績を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資 
比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

（２）平成８年４月１日以降に完成した 小曲線半径６０ｍ以下の施工箇所を含む管径 
８００㎜以上の推進工事の元請としての施工経験を有する推進工事技士（社団法人日 
本下水道管渠推進技術協会の資格を有する技術者）を施工現場に専任で配置すること 
（監理技術者との兼任可）。 
なお、当該推進工事技士は開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 

専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければなら 
ない。 

提出書類 

※次頁のとおり 
  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（９）を参照）。 
（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 
（４）本件工事は繰越明許費に係る契約である。 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 都市整備局戸塚駅周辺再開発・事業調整課 電話 ０４５－８６４－２６２１  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２４０１００１８ 

工事件名 
戸塚駅西口第１地区下水道整備工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。推進工事技 
士については、配置技術者（変更届）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士の番号 
を、工事経験欄に推進工法の種類、管径、延長及び 小曲線半径を記入すること。） （ 
３）推進工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康 
保険証の写し等） （４）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日 
以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） （５）施工実績調書（ 
工事内容欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入し、併せて、その実績を証明する契約 
書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第 40 号 

5,000 万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
次のとおり、「大道人道橋・境木跨線人道橋耐震補強工事」ほか６件の工事について、一般競争入札を行

う。 
平成19年１月30日 

 
契 約 事 務 受 任 者 
横浜市行政運営調整局長 大 場 茂 美 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２
項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有する
者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 
(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 
(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。ただし
、設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下、「電子図渡
し案件」という。）を除く。 

(6) IC カードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(7) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子

入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによる。 
 
２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、８(9)に定める場合を除く。 
(2) 設計図書の購入等 
ア 設計図書は、イの期間に工事ごとに定める工事担当課において閲覧に供する。ただし、オの場合を

除く。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成 19 年２月２日 午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市のホームページ又は横浜市行政運営調整局契約第一課及び契約第二課掲示板を参照すること
。 

  オ 電子図渡し案件については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする
こと。 

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

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また

、郵便による入札は認めない。 
(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場合を除

き、認めない。 
(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札シス

テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用
基準（工事請負関係）第 13 条を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた
設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させ
ること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の 100 分の５に相当する額を加算した金額（当該金額
に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参
加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価
格で 低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 
 

４ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 
(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同

一の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員と
して入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 
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(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IC
カード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人による IC
カードを用いて行った入札 

 
５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札
を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を
入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価
格をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする
。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効
とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他
の者のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認
を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 (5) (3) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開
札日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午
後５時までの間に契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記
期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を
満たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、
当該落札候補者に通知する。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置
要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）
には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入
札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 
６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第 27 条から第
29 条までの規定よる。 

 
７ 契約金の支払方法 

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

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の 10 分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める
各会計年度の出来高予定額の 10 分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支
払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出
来高に応じて行う。 

 
８ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか
否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締
結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ
の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技
術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入
札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでな
い。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第

４項に定めるとおりとする。 
 (7) 開札後、落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合、又は、５(5)

に定める書類の提出をしない場合は、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定
により、参加停止の措置を行う。 

(8) ５(3) の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項
の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合
は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、開札日において、平成 17・18 年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種
の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１
０５を乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事
費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は
、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となる
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ので留意すること。 
(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜

市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定
書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市行政運営調整局契約
第一課長あての書留郵便により郵送又は横浜市行政運営調整局契約第一課まで持参しなければならな
い。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市のホームページ又は横浜市行政運営調整局契約第一課及び契約第二課掲示板を参照すること。 

(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則
、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工
事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０６１２０１０１８９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大道人道橋・境木跨線人道橋耐震補強工事 

施工場所 
神奈川区羽沢町２９７８番地先ほか１か所 

工事概要 

大道人道橋：落橋防止装置設置工４組、変位制限装置設置工４組、縁端拡幅工２か所、境 
木跨線人道橋：落橋防止装置設置工２組、変位制限装置設置工２組 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１６日まで 

予定価格 １６，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 鋼構造 

格付等級 ‐ 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

鋼構造物工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、落橋防止装置又は鋼製の変位制限装置を設置した工事 
の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に落橋防止装置の形式、材質 
及びそれらの装置を設置した橋梁名を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設 
計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月２０日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２１日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６１２０１０１９０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市内安全灯設置工事（その１） 

施工場所 
港北区樽町三丁目６番１１地先ほか２３か所 

工事概要 

ポール安全灯設置工（建柱工を含む。）４０基、共架安全灯設置工（建柱工を含む。）４ 
１基、中間柱設置工（建柱工を含む。）１０基、土工一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 １２，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、建柱車を用いた電気設備工事（照明灯、道路照明設置 
工事等）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併せて 
、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月 ８日（木）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１３日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１４日（水）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６１４０１０１４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１中央地区・地区内道路照明等整備工事 

施工場所 
西区みなとみらい一丁目３番地先から９番地先まで 

工事概要 

道路照明設備（車道照明灯９基、歩道照明灯８基）設置工（建柱工を含む。）一式、道路 
照明設備（車道照明灯１基、歩道照明灯１基）移設工（建柱工を含む。）一式、配線工一 
式、分電盤移設工一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１６日まで 

予定価格 ３２，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、建柱車を用いた電気設備工事（照明灯、道路照明設置 
工事等）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

※次頁のとおり 
  

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月２０日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２１日（水）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６１４０１０１４２ 

工事件名 
みなとみらい２１中央地区・地区内道路照明等整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保 
険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格を証明 
する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術者を配 
置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理 
技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）施工実績調書（工事内容 
欄に工事概要を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類 
を添付すること。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６２１０１０７１５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成１８年度和泉川改修工事（その４） 

施工場所 
泉区和泉町９７１番地先 

工事概要 

落差工一式、取水施設工一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１６日まで 

予定価格 ８，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭 
区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月 ６日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月 ８日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月 ９日（金）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８６９  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２１０１０７１７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山下ポンプ場雨水滞水池送水管等布設工事（２） 

施工場所 
中区山下町１５番地先から２０番地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝１９２ｍ）、波付硬質合成樹脂 
管布設工（Φ１００㎜、Ｌ＝１７１ｍ）、鋼管推進工（Φ６００ｍ、Ｌ＝２７ｍ）、ライ 
ナープレート立坑築造工２か所、人孔改修工（コンクリート工１０㎥、型枠工２１㎡、鉄 
筋工０．１２ｔ） ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 ４６，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）配置技術者（変更）届出 
書（第６号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３） 
主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保 
険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格を証明 
する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術者を配 
置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理 
技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月２０日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２１日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 
（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８５０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６２４０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅前地区中央土地区画整理事業矢部町内会館新築工事 

施工場所 
戸塚区矢部町１３５番７３ 

工事概要 

軽量Ｓ造、平屋建、延床面積５４．１㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月３０日まで 

予定価格 ６，９１５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事又は鉄骨プレハブ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  入 

札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月１６日（金）午前 １１時４０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を 
  指定 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 都市整備局戸塚中央区画整理事務所 電話 ０４５－８６６－２４７０  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０６３７０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷区共同排水設備受託工事（１８－２） 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町１４２２番地の２８から１４２２番地の３６までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ１００㎜、Ｌ＝２８．７ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１６日まで 

予定価格 １，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、神奈川区内、西区内、南区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内又は戸塚区内のい 
  ずれかにあること。 
（２）横浜市排水設備指定工事店規則（平成１１年１月規則第１号）第４条で規定する排 
  水設備指定工事店証を有している者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電 
子図渡しを行う」としている案件の場合は提出不要。） （２）主任技術者届出書（第７ 
号様式。平成１８年４月１日に改正された 新のものを用いること。） （３）（２）に 
記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４ 
）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用 
保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１６日（金）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月２０日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２１日（水）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４７  

契約担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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横浜市調達公告第 41 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 19 年１月 30 日 
                                             契約事務受任者 
                                                           横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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 600 870 組の製造 
  イ 人孔ダクタイル鉄蓋枠共Ｂ型（Ｔ－25 用）φ 600 550 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 19 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 横浜市鶴見土木事務所ほか 10 か所（詳細は、入札説明書による。） 
  イ 横浜市南土木事務所ほか９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 19 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 19 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。 
  (7) その他 

本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
  入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８日から開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) 提出書類及び提出方法 
   入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年２月８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 
   横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
   安井 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
   平成 19 年１月 30 日から平成 19 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
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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 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  第１項第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 
(ｱ) 入札期間 

平成 19 年３月 14 日から平成 19 年３月 16 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時
から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

       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 19 年３月 19 日午前９時 30 分 
  イ 平成 19 年３月 19 日午前 10 時 
(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
 (3) 開札予定日時 
     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 19 年３月 19 日午前９時 30 分 
イ 平成 19 年３月 19 日午前 10 時 

８ 入札の無効 
  次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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 870 sets of Ductile Iron Manhole Covers Ａ Type φ600  
    ② Manufacture of 550 sets of Ductile Iron Manhole Covers Ｂ Type φ600 
  (2) Deadline for the tender: 
    ①９:30 a.m., 19 March, 2007 
    ②10:00 a.m., 19 March, 2007 
  (3) Contact point for the notice： Second Contract Division， Administrative Management and 

Coordination 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42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19年１月30日 
                                                  契約事務受任者 
                               横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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153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19年４月１日から平成19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162トンの購入 
平成19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。 

(8) その他 
本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
  入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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19 年２月８日から開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19年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。

）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、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成19 年１月30日から平成19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。 
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７ 入札及び開札 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 
        平成19年３月14日午後２時15分 
     (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 

平成19年３月14日午後２時15分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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19年度横浜市各会計予算が平成19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.153t of Polymer used for dewatering 

facilities 
  (2) Deadline for the tender: ２:15 p.m., 14 March, 2007 
  (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination 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19年１月30日 
                                                  契約事務受任者 
                               横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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88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19年４月１日から平成19年6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) 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。 

(7) その他 
本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
  入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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19 年２月８日から開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19年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。

）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、この公告の日から開札日まで閲
覧 
に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成19 年１月30日から平成19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 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 
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(ｱ) 入札期間 
平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 
        平成19年３月14日午前２時15分 
     (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 

平成19年３月14日午後２時15分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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19年度横浜市各会計予算が平成19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.88t of Polymer used for dewatering 

facilities 
  (2) Deadline for the tender: ２:15 p.m., 14 March, 2007 
  (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination 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 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 19 年１月 30 日 
                            契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 大場 茂美   
１ 競争入札に付する事項                                     
 (1) 件名及び数量                                           
   次亜塩素酸ソ－ダ（濃度 12％） 約 910 トンの購入  
  (2) 物品の特質等                                             
    入札説明書による。                                        

(3) 納入期間 
    平成 19 年４月 1日から平成 19 年９月 30 日まで 
 (4) 納入場所                                                 
    金沢区幸浦一丁目 17 番地   横浜市環境創造局金沢水再生センタ－ 
      金沢区海の公園８番地     横浜市環境創造局金沢ポンプ場 
   金沢区福浦二丁目 10 番地 14  横浜市環境創造局福浦工場排水処理場  
   金沢区鳥浜町 13 番地 13    横浜市環境創造局鳥浜第一工場排水処理場 
  (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 
   次亜塩素酸ソ－ダ（濃度12％） 約830トンの購入 
   平成19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。                                        

(8) その他 
本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格                                
   入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８日から開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資格の確認申請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 19 年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。）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、この公告の日から開札日まで閲

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

(3) 交付期間                                               
  平成 19 年１月 30 日から平成 19 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                                               
  〒236-0003 金沢区幸浦一丁目 17 番地 
    横浜市環境創造局金沢水再生センター 

      電話 045 (773) 3096（直通）                        
 (3) 交付方法                                               
   有償（500 円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配
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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 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成 19 年３月９日から平成 19 年３月 13 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 
       平成 19 年３月 14 日午後２時 45 分 

(ｲ) 入札場所 
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
 (2) 開札予定日時 

平成 19 年３月 14 日午後２時 45 分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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.910t of sodium hypochlorite 

(available 
      Chlorine 12％) 
  (2) Deadline for the tender: ２:45 p.m., 14 March, 2007 
  (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and      

Coordination 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19年１月30日 
                      契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 大場 茂美   
１ 競争入札に付する事項                                     
 (1) 件名及び数量                                           
   ポリ硫酸第二鉄溶液 約820トンの購入  
  (2) 物品の特質等                                             
    入札説明書による。                                        

(3) 納入期間 
    平成19年４月1日から平成19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 
   ポリ硫酸第二鉄溶液 約862トンの購入 
   平成19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。                                        

(8) その他 
本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格                                
   入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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19 年２月８日から開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資格の確認申請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19年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。）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、この公告の日から開札日まで閲

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

(5) 交付期間                                               
  平成19 年１月30日から平成19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 鶴見区末広町一丁目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。 
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７ 入札及び開札 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 
       平成19年３月14日午後４時15分 

(ｲ) 入札場所 
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 

平成19年３月14日午後４時15分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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19年度横浜市各会計予算が平成19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.820t of Polyferric sulphate solution 

used for dewatering facilities 
  (2) Deadline for the tender: ４:15 p.m., 14 March, 2007 
  (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and      

Coordination 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19年１月30日 
                               契約事務受任者  
                               横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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 318,000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19年４月１日から平成19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 759,000 キログラムの購入 
平成 19 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。 

(8) その他 
本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
  入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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19 年２月８日から開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19年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

   山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下
同じ。）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、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
  (1) 交付期間 
    平成19 年１月30日から平成19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。 
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７ 入札及び開札 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 
       平成19年３月14日午後３時45分 
     (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 

平成19年３月14日午後３時45分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 318,000kg of poly aluminum chloride 

solution (10％) 
  (2) Deadline for the tender: ３:45 p.m., 14 March, 2007  
 (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



横浜市報調達公告版 

                                第５号 平成 19 年１月 30 日発行 

                                                    

                        63

 
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 19 年１月 30 日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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 781,000 リットルの購入  
 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 
 (3) 納入期間 
    平成 19 年 4 月 1日から平成 19 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ている数量及び入札公告予定時期 
   焼却設備用白灯油 約 361,000 リットルの購入 

平成 19 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。                                        
 (8) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
    入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８日から開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

手続きを行うものを含む。）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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年２月８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 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成 19 年１月 30 日から平成 19 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。 
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７ 入札及び開札 
(3) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成 19 年３月９日から平成 19 年３月 13 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

平成 19 年３月 14 日午前 11 時 
  （ｲ） 入札場所  

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
(4)  開札予定日時 

平成 19 年３月 14 日午前 11 時 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
 (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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 781,000 l of Kerosene used for 

incineration facilities   
 (2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 14 March,2007 
(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination 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 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 19 年１月 30 日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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 
  エ 小型ごみ収集車（回転板式）（その４） 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号アからエに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 
  ア 平成 19 年 ８月 21 日から平成 20 年３月 31 日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 
  イ 平成 19 年 ９月 ３日から平成 20 年３月 31 日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 
  ウ 平成 19 年 ９月 20 日から平成 20 年３月 31 日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 
  エ 平成 19 年 10 月 16 日から平成 20 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 
    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   
 (5) 入札方法 
   この入札は、第１号アからエまでに掲げる物品ごとに入札に付し、第３号アからエまでに掲げる期間

における賃借料の総価により行う。                                        
 (6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
    入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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「自動車賃貸」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 19 年２月８日から開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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年２月８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 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
      野村 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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成 19 年１月 30 日から平成 19 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
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付を受ける。 
７ 入札及び開札 

(5) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成 19 年３月 14 日から平成 19 年３月 16 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９

時から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

平成 19 年３月 19 日午後２時 
(イ) 入札場所  

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
(6) 開札予定日時 

平成 19 年３月 19 日午後２時 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
 (2) 契約金の支払方法 
   歴月を単位として、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。 
  (2) この契約は、平成 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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。 
 (3) 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) 

  ④Lease of ８ Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part ４)   
 (2) Deadline for the tender: 2:00 p.m., 19 March,2007 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 
Coordination 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。 
   平成19年１月30日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
  ア ハイブリッド小型ごみ収集車（回転板式）（その１） ７台の借入  
  イ ハイブリッド小型ごみ収集車（回転板式）（その２） ７台の借入 
  ウ ハイブリッド小型ごみ収集車（回転板式）（その３） ７台の借入 
  エ ハイブリッド小型ごみ収集車（回転板式）（その４） 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号アからエに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 
  ア 平成19年 ８月27日から平成20年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 
  イ 平成19年 ９月11日から平成20年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 
  ウ 平成19年10月 １日から平成20年３月31日まで ほか（詳細は、入札説明書による。） 
  エ 平成19年10月25日から平成20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 
    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   
 (5) 入札方法 
   この入札は、第１号アからエまでに掲げる物品ごとに入札に付し、第３号アからエまでに掲げる期間

における賃借料の総価により行う。                                        
 (6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
    入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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「自動車賃貸」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19年２月８日から開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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成19年２月８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 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
      野村 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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。

）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成19年１月30日から平成19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
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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 
(7) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成19年３月14日から平成19年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

平成19年３月19日午後２時30分 
(イ) 入札場所  

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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) 開札予定日時 

平成19年３月19日午後２時30分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
 (2) 契約金の支払方法 
   歴月を単位として、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。 
  (2) この契約は、平成19年度横浜市各会計予算が平成19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。 
 (3) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 
①Lease of ７ Hybrid Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part １) 
②Lease of ７ Hybrid Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part ２) 
③Lease of ７ Hybrid Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part ３) 

  ④Lease of ８ Hybrid Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part ４)   
 (2) Deadline for the tender: 2:30 p.m., 19 March,2007 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 
Coordination 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 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 19 年１月 30 日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
   小型し尿吸上車 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 
   平成 19 年 10 月３日から平成 20 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 
    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   
 (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。                                      
 (6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
    入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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「自動車賃貸」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 19 年２月８日から開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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年２月８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 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
      野村 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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成 19 年１月 30 日から平成 19 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 
(9) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成 19 年３月 14 日から平成 19 年３月 16 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９

時から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
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(ｱ) 入札日時 
平成 19 年３月 19 日午後３時 

(イ) 入札場所  
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 

(10) 開札予定日時 
平成 19 年３月 19 日午後３時 

８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
 (2) 契約金の支払方法 
   歴月を単位として、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。 
  (2) この契約は、平成 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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。 
 (3) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 
Lease of ７ Small-sized Night-soil Truck  

(2) Deadline for the tender: 3:00 p.m., 19 March,2007 
(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination 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 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 19 年１月 30 日 
                   契約事務受任者   

           横浜市行政運営調整局長 大場 茂美  
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 506 トンの購入 
  イ 炭酸ソーダ(その２) 約 140 トンの購入 
  (2) 物品の特質等                                             
    入札説明書による。                                        

(3) 納入期限 
    平成 19 年４月 1日から平成 19 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 506 トンの購入 
    平成 19 年７月 
  イ 炭酸ソーダ(その２) 約 140 トンの購入 
    平成 19 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。                                 
  (8) その他 

本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格                                
   入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８日から開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 19 年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧
に供する。 

６ 入札説明書等の交付                                       
(7) 交付期間                                               
  平成 19 年１月 30 日から平成 19 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                                               
  〒245-0001 泉区池の谷 3949 番地の１  
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    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                                               
   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 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  第１項第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 
(ｱ) 入札期間 

平成 19 年３月９日から平成 19 年３月 13 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か
ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

       平成 19 年３月 14 日午後３時 15 分 
   (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
 (2) 開札予定日時 

平成 19 年３月 14 日午後３時 15 分 
８ 入札の無効 
  次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 506t of Soda(Part 1) 
② Purchase of approx. 140t of Soda(Part 2) 

  (2) Deadline for the tender: ３:15 p.m., 14 March, 2007 
  (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination 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 19 年１月 30 日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
   覆土材（切砕 約 6,625 立方メートル及び再生路盤材 約 4,415 立方メートル）の購入  
 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 
 (3) 納入期間 
    平成 19 年４月 1日から平成 19 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 6,625 立方メートル及び再生路盤材 約 4,415 立方メートル）の購入 
   平成 19 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。                                        
 (7) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
    入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８日から開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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年２月８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 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
      関戸 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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成 19 年１月 30 日から平成 19 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 

  〒245-0001 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 
(11) 入札期間等 
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 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ)  入札期間 
     平成 19 年３月 14 日から平成 19 年３月 16 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９

時から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

平成 19 年３月 19 日午前 10 時 30 分 
(ｲ) 入札場所  

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
(2)  開札予定日時 

平成 19 年３月 19 日午前 10 時 30 分 
８ 入札の無効 

      次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
 (2) 契約金の支払方法 
   １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 
12 その他 
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨に限る。 
 (2) 契約書作成の要否 
   要する。 
  (3) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary 
 (1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 6,625 ㎥ of Unscreened Crushed Stone 

and 4,415 ㎥ of Recycled Base Course Materials   
 (2) Deadline for the tender: 10:30 a.m., 19 March,2007 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 
Coordination 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 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19年１月30日 
                               契約事務受任者  
                               横浜市行政運営調整局長 大場  茂美 
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 1,396,184キログラムの購入                  
  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 106,664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19年４月１日から平成19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 
  ア 高反応性消石灰 約1,377,767キログラムの購入 
    平成19年７月 
  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約105,257キログラムの購入 
    平成19年７月 
 (7) 入札方法 
    第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 
  (8)  その他 

本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

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

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 
 (2) 平成19・20年度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19 年２月８日から開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の措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能
な者であること。 

３ 入札参加の手続 
当該入札に係る指名を希望する者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加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19年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

   山本 電話 045 (671) 2249（直通）                    
４ 入札参加資格の喪失 

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

 (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 
 (2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下

同じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧
に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
   平成19 年１月30日から平成19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                                               
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   有償（500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配
付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交
付を受ける。 

７ 入札及び開札 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  第１項第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 
(ｱ) 入札期間 

平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 
ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

      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19年３月14日午後１時30分 
       イ 平成19年３月14日午後１時 

(ｲ) 入札場所 
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 
     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19年３月14日午後１時30分 
イ 平成19年３月14日午後１時 

８ 入札の無効 
  次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 1,396,184kg of Slaked Lime 
 ② Purchase of approx. 106,664kg of Heavy Metals Immobilizing Agents. 

 (2) Deadline for the tender: 
① １:30 p.m., 14 March, 2007   
② １:00 p.m., 14 March, 2007 

 (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and        
Coordination Bureau, City of Yokohama, 

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



横浜市報調達公告版 

                                第５号 平成 19 年１月 30 日発行 

                                                    

                        77

 
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19年１月30日 
                               契約事務受任者  
                               横浜市行政運営調整局長 大場  茂美 
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 1,264,000キログラムの購入                  
  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 207,000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19年４月１日から平成19年９月30日まで 
 (4) 納入場所                                               

金沢区幸浦二丁目７番地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1,204,000キログラムの購入 
    平成19年７月 
  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約203,000キログラムの購入 
    平成19年７月 
 (7) 入札方法 
    第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 
  (8)  その他 

本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

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

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 
 (2) 平成19・20年度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19 年２月８日から開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の措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該物品に係る製造実績若しくは納入実績を有する者であること又は当該物品を納入することが可能
な者であること。 

３ 入札参加の手続 
当該入札に係る指名を希望する者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿

登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加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19年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

   山本 電話 045 (671) 2249（直通）                    
４ 入札参加資格の喪失 

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

 (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 
 (2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下

同じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧
に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
   平成19 年１月30日から平成19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                                               
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   有償（500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配
付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交
付を受ける。 

７ 入札及び開札 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  第１項第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 
(ｱ) 入札期間 

平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 
ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

      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19年３月14日午後１時30分 
       イ 平成19年３月14日午後１時 

(ｲ) 入札場所 
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 
     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19年３月14日午後１時30分 
イ 平成19年３月14日午後１時 

８ 入札の無効 
  次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
11 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 1,264,000kg of Slaked Lime 
 ② Purchase of approx. 207,000kg of Heavy Metals Immobilizing Agents. 

 (2) Deadline for the tender:  
① １：30 p.m., 14 March, 2007   
② １：00 p.m., 14 March, 2007 

 (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and        
Coordination 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 19 年１月 30 日 
                               契約事務受任者  
                               横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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417,833キログラムの購入 

(2) 物品の特質等                                               
入札説明書による。                                       

(3) 納入期間                                                  
平成19年４月１日から平成19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417,833キログラムの購入 
   平成19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。 
(8) その他 

本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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19 年２月８日から開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19年２月８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                             
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧 

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 
平成19 年１月30日から平成19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（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 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 
        平成19年３月14日午後１時30分 

 (ｲ) 入札場所 
横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 

平成19年３月14日午後１時30分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 417,833kg of Slaked Lime  

  (2) Deadline for the tender: １:30 p.m., 14 March, 2007 
  (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and      

Coordination 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 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 19 年１月 30 日 

契約事務受任者 
横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 

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 800 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 489 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 623 組） 
エ 寝具Ｄ 一式の借入（掛布団、敷布団、毛布及び枕約 709 組並びにカバー約 727 組） 

 (2) 物品の特質等 
入札説明書による。 

 (3) 借入期間 
平成 19 年４月１日から平成 20 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 15 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 号アからエまで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。 
(6) その他 

本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下
「運用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出
することにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２  入札参加資格 
入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８日から開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又は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 19 年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成 19 年１月 30 日から平成 19 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 
横浜市安全管理局総務部総務課 
電話 045(334)6519（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
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付を受ける。 
７ 入札及び開札 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成 19 年３月９日から平成 19 年３月 13 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

か 
ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

       平成 19 年３月 14 日午前９時 30 分 
     (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
 (2) 開札予定日時 

平成 19 年３月 14 日午前９時 30 分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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 800sets of Quilt,Blanket,Pillow and Cover 
② Lease of Bedclothes B:approx 489sets of Quilt,Blanket,Pillow and Cover 
③ Lease of Bedclothes C:approx 623sets of Quilt,Blanket,Pillow and Cover 
④ Lease of Bedclothes D:approx 709sets of Quilt,Blanket and Pillow and approx 727sets of 

cover 
(2) Deadline for the tender: ９:30 a.m., 14 March,2007 
(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and      

Coordination 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 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 19 年１月 30 日 

契約事務受任者 
横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 

１ 競争入札に付する事項 
(1) 件名及び数量 

    水槽付消防車（Ⅰ－Ｂ）シャシ ４台の購入 
 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 
 (3) 納入期限 

平成 19 年６月 20 日 
 (4) 納入場所 

保土ケ谷区川辺町２番地の９ 
横浜市安全管理局総務部施設課 

 (5) 入札方法 
この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

(6) その他 
本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格    
入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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「自動車」に登録
が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成 19 年２月８日から開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 19 年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成 19 年１月 30 日から平成 19 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 
横浜市安全管理局総務部施設課 
電話 045(334)6583（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 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成 19 年３月９日から平成 19 年３月 13 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
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  イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

        平成 19 年３月 14 日午前 10 時 
    (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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 19 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。 
 (2) 開札予定日時 

平成 19 年３月 14 日午前 10 時 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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 4 Water Tank Pumper (Model Ⅰ-B) Chassis 
(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m., 14 March, 2007 
(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Ａdministrative Ｍanagement and 

Coordination 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19年１月30日 

契約事務受任者 
     横浜市行政運営調整局長  大場 茂美  

１ 競争入札に付する事項 
(1) 件名及び数量 

    水槽付消防車（Ⅰ－Ｂ）ぎ装 ４台の製造 
 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 
 (3) 納入期限 

平成19年10月12日 
 (4) 納入場所 

保土ケ谷区川辺町２番地の９ 
横浜市安全管理局総務部施設課 

 (5) 入札方法 
この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

(6) その他 
本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運

用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格    
入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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「自動車」に登録
が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

(3) 平成19年２月８日から開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19年２月８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 
横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
山本 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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ

。）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、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成19年１月30日から平成19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 
横浜市安全管理局総務部施設課 
電話 045(334)6583（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 
 (1) 入札期間等 
  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 
平成19年３月９日から平成19年３月13日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
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  イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

       平成19年３月14日午前10時30分 
     (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
 (2) 開札予定日時 

平成19年３月14日午前10時30分 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 
 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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19年度横浜市各会計予算が平成19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:  

Manufacture of 4 Water Tank Pumper (Model Ⅰ-B) Equipages 
(2) Deadline for the tender: 10:30 a.m., 14 March,2007 
(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination 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19年１月30日 
                            契約事務受任者 
                             横浜市行政運営調整局長 大場 茂美 
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19年4月1日から平成19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てい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  

  平成19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。                                        
 (7) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以下「運
用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出する
ことにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
    入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成19・20年度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19年２月８日から開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

手続きを行うものを含む。）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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成19年２月８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 
      横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。

）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成19年１月30日から平成19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 
(12) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
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  (ｱ)  入札期間 
     平成19年３月14日から平成19年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

平成19年３月19日午前11時 
（ｲ） 入札場所  

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（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19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。 
(13)  開札予定日時 

平成19年３月19日午前11時 
８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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。 
 (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19年度横浜市各会計予算が平成19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 case of A4 Size Copy 

Paper(Recycled Paper) 
(2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 19 March,2007 
(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 
   Coordination 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 19 年 1 月 30 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力約 4,200,000 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 19 年 4 月 1 日から平成 20 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) 平成 19・20 年度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・ガス」に

登録が認められている者であること。 
(3) 平成 19 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。 

 (6) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書（様式
１）を提出し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 19 年 2 月 8日(ただし、実績調書等は平成 19 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 （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 19 年 1 月 30 日から平成 19 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 （671）2882（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 19 年 3 月 14 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 19 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 
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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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 4,200,000kwh of electricity consumed by Yokohama City Detamachi 
Pier 

(2) Date of tender: 10:00a.m 14 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 (６７１)２８８２ 
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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 19 年１月 30 日 

契約事務受任者 
横浜市教育長 押 尾 賢 一 

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 5,211,000 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 19 年４月１日から平成 20 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 
 (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) 平成 19・20 年度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・ガス」に

登録が認められている者であること。 
(3) 平成 19 年２月８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) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出
している者であること。 

 (6) 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 19 年２月８日（ただし、実績調書等は平成 19 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 

〒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 19 年１月 30 日から平成 19 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 19 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 19 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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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, 2007 
(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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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 19 年１月 30 日 

契約事務受任者 
横浜市泉区長 早 川 和 彦 

１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
    泉区総合庁舎で使用する電力 約 2,067,480 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 19 年４月１日から平成 20 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) 平成 19・20 年度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・ガス」に

登録が認められている者であること。 
(3) 平成 19 年１月 30 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2,067,500キロワットアワー以上及び契約電力９００ｋＷ以上の供給実績を有する者である
こと。 

 (6) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出
し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 19 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 
田邉 電話 045(800)2313（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 19 年１月 30 日から平成 19 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)2313（直通） 

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

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

７ 入札及び開札の日時及び場所等 
平成 19 年３月 14 日午後１時００分  
泉区総合庁舎３階３Ｂ会議室 
ただし、郵送による入札については、平成 19 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 
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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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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. 2,067,480kwh of electricity 
Consumed by Yokohama City Izumi Ward Office 

(2) Date of tender: 1:00 P.M. , 14 March, 2007 
  General Affairs Division, Izumi Word 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)2313 
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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 19 年１月 30 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 2,754,000 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 19 年４月１日から平成 20 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) 平成 19・20 年度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・ガス」に
登録が認められている者であること。 

(3) 平成 19 年２月８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) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を
提出している者であること。 

(6) 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 19 年２月８日（ただし、実績調書等は平成 19 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 
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 19 年１月 30 日から平成 19 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 
   〒224-0032 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 19 年３月 14 日午前 11 時 00 分 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 19 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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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.2,754,000kWh of electricity 
consumed by Yokohama City Tsuzuki Ward Office 

(2) Date of tender:11:00 a.m., 14 March, 2007 
(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  
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水道局調達公告第４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 19 年１月 30 日 
横浜市水道事業管理者     

水道局長 大 谷 幸二郎   
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）9,500 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）9,000 個の購入 
ウ 口径 13 ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）9,500 個の購入 
エ 口径 13 ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）9,000 個の購入 
オ 口径 20 ミリメートル水道デジタルメーター（新品）10,500 個の購入 
カ 口径 20 ミリメートル水道デジタルメーター（新品）9,500 個の購入 
キ 口径 20 ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）10,200 個の購入 
ク 口径 20 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 
ケ 口径 20 ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）20,900 個の購入 
コ 口径 20 ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）20,000 個の購入 
サ 口径 13 ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）2,400 個の購入 
シ 口径 20 ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）8,400 個の購入 
ス 口径 20 ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）8,000 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 
横浜市水道局給水部中部給水維持課量水器係 

(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 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）15,500 個の購入 
(ｲ) 口径 13 ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）15,500 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）10,000 個の購入 
(ｴ) 口径 20 ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）19,100 個の購入 
(ｵ) 口径 20 ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）38,500 個の購入 
(ｶ) 口径 13 ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）1,000 個の購入 
(ｷ) 口径 20 ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）13,700 個の購入 

イ 公告予定時期 
   平成 19 年９月頃 

(6) 入札方法 
第１号アからス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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８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（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 19 年２月８日（ただし、納入実績調書は平成 19 年２月 16 日、仕様確認依頼書は平成 19 年２
月 26 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

水 道 局 
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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 19 年１月 30 日から平成 19 年２月 22 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、前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 19 年３月 27 日午前９時 
イ 平成 19 年３月 27 日午前９時 05 分 
ウ 平成 19 年３月 27 日午前９時 10 分 
エ 平成 19 年３月 27 日午前９時 15 分 
オ 平成 19 年３月 27 日午前９時 20 分 
カ 平成 19 年３月 27 日午前９時 25 分 
キ 平成 19 年３月 27 日午前９時 30 分 
ク 平成 19 年３月 27 日午前９時 35 分 
ケ 平成 19 年３月 27 日午前９時 40 分 
コ 平成 19 年３月 27 日午前９時 45 分 
サ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 55 分 
シ 平成 19 年３月 27 日午前 11 時 
ス 平成 19 年３月 27 日午前 11 時 05 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 19 年３月 26 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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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 9,500 13mm digital water meters (Ａ-barter) 
② Purchase of 9,000 13mm digital water meters (Ａ-barter) 
③ Purchase of 9,500 13mm digital water meters (Ｂ-barter) 
④ Purchase of 9,000 13mm digital water meters (Ｂ-barter) 
⑤ Purchase of 10,500 20mm digital water meters (new) 
⑥ Purchase of 9,500 20mm digital water meters (new) 
⑦ Purchase of 10,200 20mm digital water meters (Ａ-barter) 
⑧ Purchase of 10,000 20mm digital water meters (Ａ-barter) 
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⑨ Purchase of 20,900 20mm digital water meters (Ｂ-barter) 
⑩ Purchase of 20,000 20mm digital water meters (Ｂ-barter) 

    ⑪ Purchase of 2,400 13mm remote water meters (Ａ-barter) 
    ⑫ Purchase of 8,400 20mm remote water meters (Ａ-barter) 
    ⑬ Purchase of 8,000 20mm remote water meters (Ａ-barter) 

(2) Date of tender: 
① 9:00 a.m., 27 March, 2007 
② 9:05 a.m., 27 March, 2007 
③ 9:10 a.m., 27 March, 2007 
④ 9:15 a.m., 27 March, 2007 
⑤ 9:20 a.m., 27 March, 2007 
⑥ 9:25 a.m., 27 March, 2007 
⑦ 9:30 a.m., 27 March, 2007 
⑧ 9:35 a.m., 27 March, 2007 
⑨ 9:40 a.m., 27 March, 2007 
⑩ 9:45 a.m., 27 March, 2007 
⑪ 10:55 a.m., 27 March, 2007 
⑫ 11:00 a.m., 27 March, 2007 
⑬ 11:05 a.m., 27 March, 2007 

(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)3062 
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水道局調達公告第５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 19 年１月 30 日 
横浜市水道事業管理者     

水道局長 大 谷 幸二郎   
１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 
ア 口径 25 ミリメートル水道デジタルメーター（新品）1,000 個の購入 
イ 口径 25 ミリメートル水道デジタルメーター（Ａバーター）3,000 個の購入 
ウ 口径 25 ミリメートル水道デジタルメーター（Ｂバーター）4,600 個の購入 
エ 口径 40 ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）780 個の購入 
オ 口径 50 ミリメートル水道アナログメーター（Ａバーター）100 個の購入 
カ 口径 50 ミリメートル水道アナログメーター（Ｂバーター）210 個の購入 
キ 口径 75 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 
ク 口径 75 ミリメートル水道アナログメーター（Ｂバーター）25 個の購入 
ケ 口径 100 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 
コ 口径 100 ミリメートル水道アナログメーター（Ｂバーター）17 個の購入 
サ 口径 150 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 200 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 
ス 口径 300 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 
セ 口径 25 ミリメートル水道リモートメーター（Ａバーター）100 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 
横浜市水道局給水部中部給水維持課量水器係 

(5) 入札方法 
第１号アからセ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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８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 19 年２月８日（ただし、納入実績調書は平成 19 年２月 16 日、仕様確認依頼書は平成 19 年２
月 26 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 19 年１月 30 日から平成 19 年２月 22 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 
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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、前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 19 年３月 27 日午前９時 50 分 
イ 平成 19 年３月 27 日午前９時 55 分 
ウ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 
エ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 05 分 
オ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 10 分 
カ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 15 分 
キ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 20 分 
ク 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 25 分 
ケ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 30 分 
コ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 35 分 
サ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 40 分 
シ 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 45 分 
ス 平成 19 年３月 27 日午前 10 時 50 分 
セ 平成 19 年３月 27 日午前 11 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 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) 契約書作成の要否 

要する。 
  (2) 契約の条件 

この契約は、平成 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 
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水道局調達公告第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 19 年１月 30 日 
横浜市水道事業管理者     

水道局長 大 谷 幸二郎   
１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 
ア 横浜市水道局小雀浄水場で使用する電力約 69,300,216 キロワットアワーの供給 
イ 横浜市水道局寒川取水事務所で使用する電力約 22,769,280 キロワットアワーの供給 
ウ 横浜市水道局峰配水池で使用する電力約 6,584,100 キロワットアワーの供給 
エ 横浜市水道局西谷浄水場で使用する電力約 5,870,007 キロワットアワーの供給 
オ 横浜市水道局鶴見配水池で使用する電力約 2,727,456 キロワットアワーの供給 
カ 横浜市水道局鶴ヶ峰浄水場で使用する電力約 2,188,816 キロワットアワーの供給 
キ 横浜市水道局西谷ポンプ場で使用する電力約 2,019,131 キロワットアワーの供給 
ク 横浜市水道局川井浄水場で使用する電力約 3,294,170 キロワットアワーの供給 
ケ 横浜市水道局恩田ポンプ場で使用する電力約 2,307,250 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 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日まで 

(4) 供給場所 
横浜市水道局浄水部小雀浄水場ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 
この入札は、第１号アからケまでに掲げる件名ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市水道局電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提
出することにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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・ガス」に
登録が認められている者であること。 

(3) 平成 19 年２月８日から開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) 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) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を
提出している者であること。 

(6) 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) 提出書類及び提出方法  

入札説明書による。 
(2) 提出期限 

平成 19 年２月８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。 
(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付 
(1) 交付期間 

平成 19 年１月 30 日から平成 19 年２月 22 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 
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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、前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 
(1) 入札期間等 
ア 電子入札システムによる入札書の提出 

第１項第１号アからケに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 
(ｱ) 入札期間 

平成 19 年３月５日から平成 19 年３月 12 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９
時から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

    第１項第１号アからケに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 
ア 平成 19 年３月 13 日午後１時 15 分 
イ 平成 19 年３月 13 日午後１時 30 分 
ウ 平成 19 年３月 13 日午後１時 45 分 
エ 平成 19 年３月 13 日午後２時 
オ 平成 19 年３月 13 日午後２時 15 分 
カ 平成 19 年３月 13 日午後２時 30 分 
キ 平成 19 年３月 13 日午後２時 45 分 
ク 平成 19 年３月 13 日午後３時 
ケ 平成 19 年３月 13 日午後３時 15 分 

   (ｲ) 入札場所 
   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 19 年３月 12 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。 

(2) 開札予定日時 
   第１項第１号アからケに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 19 年３月 13 日午後１時 15 分 
イ 平成 19 年３月 13 日午後１時 30 分 
ウ 平成 19 年３月 13 日午後１時 45 分 
エ 平成 19 年３月 13 日午後２時 
オ 平成 19 年３月 13 日午後２時 15 分 
カ 平成 19 年３月 13 日午後２時 30 分 
キ 平成 19 年３月 13 日午後２時 45 分 
ク 平成 19 年３月 13 日午後３時 
ケ 平成 19 年３月 13 日午後３時 15 分 

８ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 
(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 
(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において

指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届
けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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: 
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①  Provision of approx. 69,300,216kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Kosuzume Purification Plant 

②  Provision of approx. 22,769,280kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Samukawa Intake Office 

③  Provision of approx. 6,584,100kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Mine Distribution Reservoir 

④  Provision of approx.  5,870,007kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Nishiya Purification Plant 

⑤ Provision of approx. 2,727,456kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Tsurumi Distribution Reservoir 

⑥ Provision of approx. 2,188,816kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Tsurugamine Purification Plant 

⑦ Provision of approx. 2,019,131kWh of electricity consumed by  
        Yokohama City Water Works Bureau Nishiya Transmission Pumping Station  

⑧ Provision of approx. 3,294,170kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Kawai Purification Plant 

⑨ Provision of approx. 2,307,250kWh of electricity consumed by  
Yokohama City Water Works Bureau Onda Transmission Pumping Station  

(2) Date of tender:  
①  13:15 p.m., 13 March, 2007 
②  13:30 p.m., 13 March, 2007 
③  13:45 p.m., 13 March, 2007 
④  14:00 p.m., 13 March, 2007 
⑤ 14:15 p.m., 13 March, 2007 
⑥ 14:30 p.m., 13 March, 2007 
⑦ 14:45 p.m., 13 March, 2007 
⑧ 15:00 p.m., 13 March, 2007 
⑨ 15:15 p.m., 13 March, 2007 

(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 
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横浜市調達公告第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 19 年１月 30 日 

横浜市水道事業管理者    
水道局長 大 谷 幸二郎  

１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
   計算センター帳票類作成等業務委託 一式 
 (2) 業務内容 

入札説明書による。 
 (3) 履行期間 
    平成 19 年４月２日から平成 24 年３月 31 日まで 
 (4) 履行場所 
   受託者社内 ほか７４か所（詳細は、別添仕様書による。） 
 (5) 入札方法 
   この入札は、第１号に掲げる件名の概算数量の総価により行う。 
 (6) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市水道局電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提
出することにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
入札に参加しようとする者は、次に掲げる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) 平成 19・20 年度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「コンピュータ業
務」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 19 年２月８日から開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) 当該業務又はこれと同種の業務実績を有するものであること。 
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

手続きを行うものを含む。）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) 提出書類及び提出方法 
      入札説明書による。 
 (2) 提出期限 
      平成 19 年２月８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） 
田島 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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）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、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
     平成 19 年１月 30 日から平成 19 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（500 円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、前号の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 

(1) 入札期間等 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
  (ｱ) 入札期間 
     平成 19 年３月８日から平成 19 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
イ 紙による入札書の提出 
(ｱ) 入札日時 

平成 19 年３月 16 日午前９時 30 分 
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(ｲ) 入札場所 
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 19 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。 

(2) 開札予定日時 
平成 19 年３月 16 日午前９時 30 分 

８ 入札の無効 
    次の入札は、無効とする。 
 (1) 横浜市水道局契約規程第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 
 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札 IＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け
ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出してない者が
行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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:    
   Making documents of Computer Calculation Center   
 (2) Deadline for the tender: 9:30 a.m., 16 March, 2007 

(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 
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水道局調達公告第８号 

5,000万円以上の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
 次のとおり、「上大岡西三丁目ほか１か所φ１００から３００ｍｍ新設工事」の工事について、一般競争
入札を行う。 

平成19年１月30日 
 

横浜市水道事業管理者 
水道局長 大 谷 幸二郎 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市水道局契約規程（昭和39年４月水道局規程第16号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同
条第２項の規定に基づき横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資
格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 
(3) 横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置
を受けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。ただし
、設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下、「電子図渡し
案件」という。）を除く。 

(6) ICカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(7) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱、
横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に
定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、８(10)に定める場合を除く

。 
(2) 設計図書の購入等 

ア 設計図書は、イの期間に横浜市水道局管財部契約課において閲覧に供する。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成19年２月２日 午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 
  オ 電子図渡し案件については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードするこ

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

３ 入札方法等 
(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、
郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場
合を除き、認めない。 

(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ
ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市水道局電子入札運
用基準（工事請負関係）第13条を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、当局が工事ごとに定めた
設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させる
こと。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に
１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札
がないときは、当該入札を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 
４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 横浜市水道局契約規程第19条の規定に該当する入札 
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4)の定めに従わない工事費内訳書を提出した
者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同一
の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員として
入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ICカ
ード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人によるICカ
ードを用いて行った入札 
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５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（以下「落
札候補者」という。）及び当該価格を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじによ
り落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

入札参加者にその旨を通知する。 
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって
入札をした者を新たに落札候補者とし、(3)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定する
まで同様の手続を繰り返す。 

(5) (3)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開札
日（(4)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５
時までの間に契約課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書
類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でな
いとし、(4)イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当
該落札候補者に通知する。 

(7) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(3)の入札参加資格の確
認とあわせて、横浜市水道局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(8) (7)の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお
それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる
おそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内
の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

(9) (7)の調査にあたっては、当該落札候補者は、横浜市水道局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱
に定める書類を各３部、別に指定した日時までに契約課へ提出し、また、調査のために必要な指示に従
わなければならない。上記期限内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(8)に該
当するものとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

(10) (9)に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること。
対応した工事費内訳書の提出がない場合には、(8)に該当するものとし当該落札候補者を落札者としな
いものとする。 

(11) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止
等措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除
く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち
低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 
(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得第27条か
ら第29条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 
(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払いの
回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各
会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払
いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高
に応じて行う。 

８ その他 
(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否
かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結
する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、当局の定める契約書の取り交わしをするものとする。この
場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術
者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参
加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
(6) 当局の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第

14条第４項に定めるとおりとする。 
(7) 開札後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停
止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 
イ 落札候補者となった者が、５(5) に定める書類の提出をしない場合 
ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、５(9)に定

める書類の提出をしない場合 
(8) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第
１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された
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場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 
(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜市
のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定書
兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市水道局契約課長あての書
留郵便により郵送又は横浜市水道局管財部契約課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市のホームページの「ヨコハマ・入札のとびら」を参照すること。 

(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の
前払金に関する規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市水道局電子入札運用基
準（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとす
る。 
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契約番号 ０６５２０１０６６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上大岡西三丁目ほか１か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 
 

施工場所 
港南区上大岡西三丁目２番２１号先から２１番３号先までほか１か所 
 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：４２５ｍ、ＤＩＰ‐Ｋφ３００ｍｍ：１ｍほか）
一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：４４か所、φ５０ｍｍ：１７か所）一式、配水管撤去工
一式、路面復旧工一式 
 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 ４７，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  
 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ｍｍ
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比率が
２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１３年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設
工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 
 
 
 

提出書類 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  
 
 
 
 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置するこ
と。 
 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０６５２０１０６６４ 

工事件名 
上大岡西三丁目ほか１か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 
 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康
保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（平成
１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣
工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１３年４月１日以降に完成した、当局発注の上水
道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注
文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課
に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第９号 

5,000万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
 次のとおり、「野毛山配水池流出管防食塗装工事」ほか７件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成19年１月30日 
 

横浜市水道事業管理者 
水道局長 大 谷 幸二郎 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市水道局契約規程（昭和39年４月水道局規程第16号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同
条第２項の規定に基づき横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資
格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 
(3) 横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置
を受けていない者であること。 

(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。ただし
、設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下、「電子図渡し
案件」という。）を除く。 

(6) ICカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(7) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱、
横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に
定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続きは要しない。ただし、８(9)に定める場合を除く。 
(2) 設計図書の購入等 
ア 設計図書は、イの期間に横浜市水道局管財部契約課において閲覧に供する。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成19年２月２日 午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市水道局管財部契約課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 
  オ 電子図渡し案件については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードするこ

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

３ 入札方法等 
(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、
郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場
合を除き、認めない。 

(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ
ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市水道局電子入札運
用基準（工事請負関係）第13条を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、当局が工事ごとに定めた
設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させる
こと。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に
１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格
で 低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 
４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 横浜市水道局契約規程第19条の規定に該当する入札 
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4)の定めに従わない工事費内訳書を提出した
者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同一
の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員として
入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ICカ
ード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人によるICカ
ードを用いて行った入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を



横浜市報調達公告版 

                                第５号 平成 19 年１月 30 日発行 

                                                    

                        113

行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を入
札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格
をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、

入札参加者にその旨を通知する。 
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と

する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者
のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3)の入札参加資格の確認を行う
。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

(5) (3)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開札
日（(4)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５
時までの間に契約課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書
類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でな
いとし、(4)イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当
該落札候補者に通知する。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等
措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く
。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって
入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 
(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得第27条か
ら第29条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 
(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払いの
回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお
いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各
会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払
いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高
に応じて行う。 

８ その他 
(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否
かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結
する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、当局の定める契約書の取り交わしをするものとする。この
場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術
者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参
加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
(6) 当局の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市水道局電子入札運用基準（工事請負関係）第

14条第４項に定めるとおりとする。 
(7) 開札後、落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合、又は、５(5)
に定める書類の提出をしない場合は、横浜市水道局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条
の規定により、参加停止の措置を行う。 

(8) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第
１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された
場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜市
のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定書
兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市水道局契約課長あての書
留郵便により郵送又は横浜市水道局管財部契約課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市のホームページの「ヨコハマ・入札のとびら」を参照すること。 

(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の
前払金に関する規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市水道局電子入札運用基
準（工事請負関係）及び横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとす
る。 
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契約番号 ０６５２０１０６６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野毛山配水池流出管防食塗装工事 
 

施工場所 
西区老松町２０番地 
 

工事概要 

素地調整工（３種ケレンＡ：１９９ｍ２）一式、防食テープ保護工（ペトロラタム系、φ１，
１００ｍｍ鋼管：２２ｍ、φ５００ｍｍ鋼管：４０ｍほか）一式 
 
 

工期 契約締結の日から２５日間 

予定価格 ４，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 塗装 

格付等級 － 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない
。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）主任技術者届出書（第７号様式） 
（３）（２）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等
） 
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
 
 
 

工事担当課 水道局西谷浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０６５２０１０６６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場粒子計増設工事 
 

施工場所 
保土ヶ谷区川島町５２２番地 
 

工事概要 

配管工（配管布設・撤去）一式、既設濁度粒子計移設工一式、配線工一式ほか 
 
 
 
 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ７，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 － 

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない
。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）主任技術者届出書（第７号様式） 
（３）（２）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等
） 
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等） 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
 
 
 

工事担当課 水道局西谷浄水場   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０６５２０１０６６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀町ほか１か所φ１５０から２００ｍｍ配水管新設工事 
 

施工場所 
戸塚区小雀町１，８６８番地の５５先から１，９２２番地の１先までほか１か所 
 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：３９５ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：６２ｍほ
か）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：１３か所、φ５０ｍｍ：１５か所）一式、配水管撤
去工一式、路面復旧工一式 
 

工期 契約締結の日から１３５日間 

予定価格 ４４，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ又はＣ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  
 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ｍｍ
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比率が
２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１３年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設
工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 
 
 
 

提出書類 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 
 
 
 
 
 
  

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置するこ
と。 
 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０６５２０１０６６５ 

工事件名 
小雀町ほか１か所φ１５０から２００ｍｍ配水管新設工事 
 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康
保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（平成
１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣
工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１３年４月１日以降に完成した、当局発注の上水
道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注
文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課
に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６５２０１０６６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
富岡東五丁目ほか５か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 
 

施工場所 
金沢区富岡東五丁目７番１３号先から１２番３号先までほか５か所 
 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：１４２ｍ、ＤＩＰ‐ＮＳφ３００ｍｍ：４ｍほか
）一式、給水管取付替工（φ２５ｍｍ：１か所、φ５０ｍｍ：１か所）一式、配水管撤去工一
式、路面復旧工一式 
 

工期 契約締結の日から１８０日間 

予定価格 ３６，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ又はＣ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  
 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ｍｍ
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比率が
２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１３年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設
工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 
 
 
 

提出書類 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  
 
 
 
 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置するこ
と。 
 

工事担当課 水道局南部工事課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０６５２０１０６６６ 

工事件名 
富岡東五丁目ほか５か所φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 
 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康
保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（平成
１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣
工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１３年４月１日以降に完成した、当局発注の上水
道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注
文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課
に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６５２０１０６６７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部給水維持課小規模配水管整備工事（その３） 
 

施工場所 
北部給水維持課管内（鶴見区・神奈川区一円）ほか 
 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：１８０ｍ、ほか）一式、給水管取付替工（φ２５
ｍｍ：２４か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 
 
 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ２６，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ又はＣ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  
 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ｍｍ
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比率が
２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１３年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設
工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 
 
 
 

提出書類 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  
 
 
 
 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置するこ
と。 
 

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０６５２０１０６６７ 

工事件名 
北部給水維持課小規模配水管整備工事（その３） 
 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康
保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（平成
１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣
工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１３年４月１日以降に完成した、当局発注の上水
道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注
文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課
に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６５２０１０６６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部給水維持課小規模配水管整備工事（その４） 
 

施工場所 
北部給水維持課管内（港北区・都筑区一円）ほか 
 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：１８０ｍ、ほか）一式、給水管取付替工（φ２５
ｍｍ：２４か所）一式、配水管撤去工一式、路面復旧工一式 
 
 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ２６，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ又はＣ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  
 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ｍｍ
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比率が
２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１３年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設
工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 
 
 
 

提出書類 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  
 
 
 
 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
（３）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置するこ
と。 
 

工事担当課 水道局北部給水維持課   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０６５２０１０６６８ 

工事件名 
北部給水維持課小規模配水管整備工事（その４） 
 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式その１） 
（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康
保険被保険者証の写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（平成
１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要） 
（４）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣
工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１３年４月１日以降に完成した、当局発注の上水
道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要 
（５）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注
文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課
に提出された下請負人選定通知書の写しでも可） 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６５２０１０６６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
しらとり台線φ５００ｍｍバタフライ弁設置工事 
 

施工場所 
青葉区さつきが丘７番地先 
 

工事概要 

設置工（バタフライ弁 ＦＣＤφ５００ｍｍ：１基）一式、路面復旧工一式 
 
 
 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １１，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない
。 
  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ｍｍ
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比率が
２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１３年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設
工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 
 
 
 

提出書類 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  
 
 
 
 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 １１時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある場
合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
 
 
 

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  



横浜市報調達公告版 

                                第５号 平成 19 年１月 30 日発行 

                                                    

                        125

契約番号 ０６５２０１０６６９ 

工事件名 
しらとり台線φ５００ｍｍバタフライ弁設置工事 
 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）主任技術者届出書（第７号様式） 
（３）（２）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等
）。 
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）。 
（５）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣
工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１３年４月１日以降に完成した、当局発注の上水
道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要。 
（６）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注
文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課
に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０６５２０１０６７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
今川町φ１００ｍｍ配水管新設工事 
 

施工場所 
旭区今川町３番地の３先から鶴ヶ峰本町一丁目５番先まで 
 

工事概要 

配水管新設工（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：９６ｍ、ＳＵＳ１００Ａ：１１ｍほか）一式、配
水管撤去工一式、路面復旧工一式 
 
 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １０，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 開札後に公表 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、 
（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、 
（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、 
（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者でなければならない
。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、送配水管布設工事（口径１００ｍｍ
管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員としての施工実績は、その出資比率が
２０％以上のものに限る。）。 
（２）平成１３年４月１日から開札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設
工事（口径１００ｍｍ管以上）の下請実績を有するもの。 
 
※（１）又は（２）のいずれかを有すること。 
  また、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 
※（１）については、官公庁発注工事に限る。 
 
 

提出書類 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）  
 
 
 
 
 
 

設計図書の購入先・申込期限 

電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  
 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１９日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成１９年 ２月２０日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について当局が定めた設計図
書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること。また、内訳
書の合計金額は、入札金額と一致させること。（調達公告本文３（４）を参照） 
（２）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問がある
場合は、平成１９年２月６日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。 
 

工事担当課 水道局西部工事担当   
契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０６５２０１０６７０ 

工事件名 
今川町φ１００ｍｍ配水管新設工事 
 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【提出書類】 
（１）設計図書代金領収書（写）（ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において「電子図渡
しを行う」としている案件の場合は提出不要。） 
（２）主任技術者届出書（第７号様式） 
（３）（２）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等
）。 
（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し等）。 
（５）【入札参加資格その他】の（１）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣
工時工事カルテ受領書の写し等）。なお、平成１３年４月１日以降に完成した、当局発注の上水
道工事（口径１００ｍｍ以上の管布設工事）の元請実績がある場合は不要。 
（６）【入札参加資格その他】の（２）の場合、施工実績調書並びに施工内容の確認のできる注
文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が記載された部分の写し（当局発注課
に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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交通局調達公告第４号 

2,500万円以上の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
次のとおり、「高速鉄道４号線中山駅新築工事（電気設備）」外３件の工事について、一般競争入札を行

う。 
平成19年１月30日 

 
横浜市交通事業管理者 
交通局長 魚 谷 憲 治 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市交通局契約規程（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項の規定に基づき横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める
資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 
(3) 横浜市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一般競争参加停止及び指名停止措

置を受けていない者であること。 
(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) 入札に参加しようとする工事の設計図書を次項第２号に定める手続により購入した者であること。

ただし、設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子
図渡し案件」という。）を除く。 

(6) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(7) その他詳細については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱、

横浜市交通局電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得等
に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、第８項第11号に定める場合を除

く。 
(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に交通局総務部財務課において閲覧に供する。ただし、オの場合を除く。 
イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成19年２月２日午後５時まで 
ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 
エ 設計図書購入の申込手続 

横浜市交通局総務部財務課において閲覧又は横浜市ホームページを参照すること。 
  オ 電子図渡し案件については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードするこ

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

３ 入札方法等 
(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内に、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、郵便

による入札は認めない。 
(3) 紙入札による参加については、横浜市交通局電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場

合を除き認めない。 
(4) 入札に当たっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札シス

テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市交通局電子入
札運用基準（工事請負関係）第13条を参照すること。また、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定
めた参考資料等の内訳書と同程度の詳細な内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額
に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参
加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 
なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札

を不調とする。 
 (7) 合併入札の場合は、すべての工事の合計金額をもって入札額とすること。 
４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 
(2) 第１項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は前項第４号の定めに従わない工事費内訳書を提出

した者が行った入札 
(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同

一の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員と
して入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

交 通 局 
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(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ横浜市電子入札ＩＣカ
ード代表者届出書を横浜市に提出している場合には、代表者）以外の名義人によるＩＣカードを用い
て行った入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者（以下
「落札候補者」という。）及び当該価格を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 前号の場合において、予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ
るときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効
とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもっ
て入札をした者を新たに落札候補者とし、前号の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定す
るまで同様の手続を繰り返す。 

(5) 第３号の入札参加資格の確認に当たっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、
開札日（前号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の
午後５時までの間に総務部財務課へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。
上記期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資
格を満たす者でないとし、前号イの手続により落札者を決定する。 

(6) 第４号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、
当該落札候補者に通知する。 

(7) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、第３号の入札参加資格
の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(8) 前号の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな
るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範
囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

(9) 第７号の調査に当たっては、当該落札候補者は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱
要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時までに総務部財務課へ提出し、また、調査のために必
要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は横浜市交通事業管理
者の指示に従わない場合には、前号に該当するものとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

(10) 前号に定める書類は、第３項第４号に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出す
ること。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、第８号に該当するものとし当該落札候補者を
落札者としないものとする。 

(11)開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止
等措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を
除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち

低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 
６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得第27条か

ら第29条までの規定よる。 
７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 
なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい
て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会
計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支
払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出
来高に応じて行う。 

８ その他 
(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか
否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締
結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ
の場合、契約書の作成は落札者が行うものとし、当該契約書の作成費用は落札者が負担するものとす
る。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技
術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が第１項に定める
入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合は、この限り
でない。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
 (6) 本市の都合により開札日時を変更する場合は、横浜市交通局電子入札運用基準（工事請負関係）第14

条第４項に定めるとおりとする。 
 (7) 開札後、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 
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イ 落札候補者となった者が、第５項第５号に定める書類を提出しない場合 
ウ 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って落札候補者となった者が、横浜市交通

局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱第４条第１項第１号に該当した場合 
 (8) 第５項第３号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第

25条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定
された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、開札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の
元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を
乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市交
通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留
意すること。 

(9) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額に
かかわらず建設業法（昭和24年法律第1 0 0号）第24条の７第１項に規定する施工体制台帳の提出を義務
付けるものとする。 

(10)特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜
市ホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定書
兼委任状を入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市交通局財務課長あての書
留郵便により郵送又は横浜市交通局財務課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市ホームページ又は横浜市交通局財務課掲示板を参照すること。 

 (11)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第９条第１項中「入札日」とあるのは、「開
札日の翌日以降」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。 

(12)その他この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の前
払金に関する規程、横浜交通局市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市交通局電子入札運用基
準（工事請負関係）及び横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものと
する。 
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契約番号 ０６５３０１００９０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高速鉄道４号線中山駅新築工事（電気設備） 

施工場所 
緑区中山町３０６番３地先 

工事概要 

幹線・接地設備工一式、電灯設備工一式、自動火災報知設備工一式、電話設備工一式、放送設
備工一式、ＩＴＶ設備工一式、電気時計設備工一式、テレビ共聴設備工一式 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月３１日まで 

予定価格 ２４２，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 １６９，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ただ
し、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１６日（金）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１９年 ２月１９日（月）午前 １０時００分  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は、電子入札とする。入札に当たっては、当該工事について本市が定めた参考
資料等の内訳書と同程度の詳細な工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付
すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

（２）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入
札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部開札日の翌開庁
日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。 

（３）本件工事は、債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－３７１－３１８５  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７１  



横浜市報調達公告版 

                                第５号 平成 19 年１月 30 日発行 

                                                    

                        132

契約番号 ０６５３０１００９２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
蒔田駅改良工事（土木・建築） 

施工場所 
南区宮元町３丁目４６番地ほか 

工事概要 

エレベーターシャフト築造工一式、防炎防火シャッター設置工一式、地下１階部レイアウト変
更工一式、多機能トイレ新設工一式、プラットホーム改修工一式、第２出入口改修工一式 

工期 契約締結の日から平成２０年 ３月２４日まで 

予定価格 ２９２，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ２０４，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

※次ページのとおり 
本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目です。）

提出書類 

※次ページのとおり 
本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目です。）

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１６日（金）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１９年 ２月１９日（月）午前 １０時００分  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は、電子入札とする。入札に当たっては、当該工事について本市が定めた参考
資料等の内訳書と同程度の詳細な工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付
すること。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

（２）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入
札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部開札日の翌開庁
日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。 

（３）本件工事は、債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８２  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２  
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契約番号 ０６５３０１００９２ 

工事件名 
蒔田駅改良工事（土木・建築） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
（１）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、営業線駅舎内軌道階の工事でエレベ

ーター又はエスカレーターの設置を伴う改良工事の元請としての施工実績を有すること（当
該実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が総出資額の１０分の２以上
のものに限る。）。 

（２）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、営業線駅舎内軌道階工事の元請とし
ての施工経験が通算１年以上の技術者又は社団法人日本鉄道施設協会が交付する工事管理者
の認定証（以下「認定証」という。）を有する技術者（いずれの場合も開札日において直接
的かつ恒常的な雇用関係にあり、他の工事に従事していない者に限る。）を施工現場に専任
で配置すること（監理技術者との兼任可）。 

（３）平成８年４月１日から開札日までの間に完成した、営業線駅舎内建築工事（改良工事に
限る。）の元請としての施工経験を有する技術者（開札日において直接的かつ恒常的な雇用
関係にあり、他の工事に従事していない者に限る。）を施工現場に専任で配置すること。 

 
 
【提出書類】 
（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式。入札参加資格その他の項中第２号及び第３号

の技術者にあっては工事内容欄に施工場所及び工事概要を記入し、併せて実績を証明する契
約書、設計図書、竣工時工事カルテ受領書の写し等の書類及び当該工事への従事期間を証明
する書類（第２号に該当する技術者に限る。）を添付すること。また、認定証を有する技術
者を配置する場合は、書類の提出に代えて当該認定証の写しを添付すること。） 

（２）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者
証の交付を受けている者は提出不要） 

（３）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用
保険被保険者証の写し等。入札参加資格その他の項中第２号及び第３号に該当する技術者に
限る。） 

（４）施工実績調書（工事内容欄に施工場所及び工事概要を記入し、併せて実績を証明する契
約書、設計図書、竣工時工事カルテ受領書の写し等の書類を添付すること。） 

 
 
 
 
本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは２ページ目です。）
このページに記載されていない事項については、１ページ目をご確認ください。 
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契約番号 ０６５３０１００９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高速鉄道４号線日吉本町駅及び高田町駅新築工事（機械設備） 

施工場所 
港北区日吉本町五丁目４８６番ほか 

工事概要 

日吉本町駅駅舎新築工事（ＲＣ（一部Ｓ）造、地上２階地下３階建、延床面積５，１６３㎡
（多世代地域交流施設４２７㎡含む））、高田町駅駅舎新築工事（ＲＣ（一部Ｓ）造、地上１階
地下４階建て、延床面積４，７８５㎡）に伴う機械設備工事（給排水衛生設備工事一式、冷暖
房設備工事一式） 

工期 契約締結の日から平成２０年 ２月２９日まで 

予定価格 ５３４，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ３７４，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

入札参加者は、平成８年４月１日から開札日までの間に完成した工事で、鉄道駅舎新築工事又
は鉄道駅舎改良工事の給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事の元請としての施工実績（契約
金額１億円以上）を有すること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合
は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）
（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者
証の交付を受けている者は提出不要） （４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入
し、併せて実績を証明する契約書、設計図書、竣工時工事カルテ受領書の写し等の書類を添付
すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、オリエント株式会社 
平成１９年 ２月 ２日 午後 ５時００分 
詳細については、横浜市交通局財務課掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。  

入札期間 
平成１９年 ２月２０日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月２３日（金）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１９年 ２月２６日（月）午前 １０時００分  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は、電子入札とする。入札に当たっては、当該工事について本市が定めた参考
資料等の内訳書と同程度の詳細な工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付
すること。 

（２）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入
札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部開札日の翌開庁
日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。 

（３）本件工事は、債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８１  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２  
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契約番号 ０６５３０１００９４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
伊勢佐木長者町駅から上大岡駅間ずい道内連結送水管新設工事 

施工場所 
中区長者町５丁目４８番地から港南区上大岡西一丁目９番Ｂ－１号まで 

工事概要 

連結送水管配管工事一式、地上部送水管用マンホール設置工事一式、沿線電話設置工事一式、
マンホール内インターホン設置工事一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 ７月３１日まで 

予定価格 ６２，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ４３，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

入札参加者は、平成８年４月１日から開札日までの間に完成した工事で、鉄道駅舎改良工事の
給排水衛生設備工事の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し（ただ
し、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要）
（３）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併せて実績を証明する契約書、設計図
書、竣工時工事カルテ受領書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１６日（金）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１９年 ２月１９日（月）午前 １０時００分  

支払条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は、電子入札とする。入札に当たっては、当該工事について本市が定めた参考
資料等の内訳書と同程度の詳細な工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付
すること。 

（２）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入
札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部開札日の翌開庁
日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。 

（３）本件工事は、債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 交通局施設管理所 電話 ０４５－５４２－００８５  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２  

 



横浜市報調達公告版 

                                第５号 平成 19 年１月 30 日発行 

                                                    

                        136

 
交通局調達公告第５号 

2,500万円未満の一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 
次のとおり、「鶴見営業所浴室及び脱衣室改修工事」の１件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成19年１月30日 
 

横浜市交通事業管理者 
交通局長 魚 谷 憲 治 

 
１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
て満たしていなければならない。 
(1) 横浜市交通局契約規程（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項の規定に基づき横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める
資格を有する者であること。 

(2) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 
(3) 横浜市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一般競争参加停止及び指名停止措

置を受けていない者であること。 
(4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 
(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 
(6) その他詳細については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱、

横浜市交通局電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得等
に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、第８項第11号に定める場合を除

く。 
(2) 設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロードすること。 
(3) 前項に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 
(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 
(2) 入札参加者は、定められた期間内に、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、郵便

による入札は認めない。 
(3) 紙入札による参加については、横浜市交通局電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場

合を除き認めない。 
(4) 入札に当たっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札シス

テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市交通局電子入
札運用基準（工事請負関係）第13条を参照すること。また、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定
めた参考資料等の内訳書と同程度の詳細な内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額
に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参
加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった
契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 
なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札

を不調とする。 
 (7) 合併入札の場合は、すべての工事の合計金額をもって入札額とすること。 
４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
(1) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 
(2) 第１項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は前項第４号の定めに従わない工事費内訳書を提出

した者が行った入札 
(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 
(5) 共同企業体協定書兼委任状を提出し、入札を行った建設共同企業体の構成員となっている者が、同

一の入札において単体又は他の共同企業体協定書兼委任状の提出を行った建設共同企業体の構成員と
して入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(6) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ横浜市電子入札ＩＣカ
ード代表者届出書を横浜市に提出している場合には、代表者）以外の名義人によるＩＣカードを用い
て行った入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 
(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札
を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を
入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 前号の場合において、予定価格の制限の範囲内で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者
が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 
(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効
とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の
者のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、前号の入札参加資格の確認を行
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う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 
(5) 第３号の入札参加資格の確認に当たっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、
開札日（前号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の
午後５時までの間に総務部財務課へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。
上記期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資
格を満たす者でないとし、前号イの手続により落札者を決定する。 

(6) 第４号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、
当該落札候補者に通知する。 

(7) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止
等措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を
除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をも
って入札した他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 
(1) 入札保証金はこれを免除する。 
(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得第27条か

ら第29条までの規定よる。 
７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 
なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい
て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会
計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支
払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出
来高に応じて行う。 

８ その他 
(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか
否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締
結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ
の場合、契約書の作成は落札者が行うものとし、当該契約書の作成費用は落札者が負担するものとす
る。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技
術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が第１項に定める
入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合は、この限り
でない。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 
 (6) 本市の都合により開札日時を変更する場合は、横浜市交通局電子入札運用基準（工事請負関係）第14

条第４項に定めるとおりとする。 
 (7) 開札後、落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合又は第５項第５

号に定める書類の提出をしない場合は、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第２
条の規定により、参加停止の措置を行う。 

 (8) 第５項第３号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第
25条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定
された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、開札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の
元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を
乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が当該工事の工事費（当
該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市交
通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留
意すること。 

(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜
市ホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定書
兼委任状を入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市交通局財務課長あての書
留郵便により郵送又は横浜市交通局財務課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜
市ホームページ又は横浜市交通局財務課掲示板を参照すること。 

(10)その他この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の前
払金に関する規程、横浜交通局市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市交通局電子入札運用基
準（工事請負関係）及び横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものと
する。 
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契約番号 ０６５３０１００９５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見営業所浴室及び脱衣室改修工事 

施工場所 
鶴見区生麦一丁目３番１号 

工事概要 

浴槽更新工一式、浴室等防水改修工一式、脱衣室床更新工一式ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月２８日まで 

予定価格 ４，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

低制限価格 ２，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 
当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期間
が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していな
い者でなければならない。  

入 
札 
参 
加 
資 
格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴見区
内、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（建設業
法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間）が確認で
きる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。 

入札期間 
平成１９年 ２月１３日（火）午前 ９時００分から 
平成１９年 ２月１６日（金）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１９年 ２月１９日（月）午前 １１時００分  

支払条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

本件工事は、電子入札とする。入札に当たっては、当該工事について本市が定めた参考資料等
の内訳書と同程度の詳細な工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付するこ
と。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７４  
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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 19 年１月 30 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19年度 バス用タイヤ整備Ａ 一式 
  イ 平成19年度 バス用タイヤ整備Ｂ 一式 
  ウ 平成19年度 バス用タイヤ整備Ｃ 一式 
  エ 平成19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19年４月1日から平成20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。 
(7) その他 
  本案件は、電子入札案件とする。ただし、横浜市交通局電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以
下「運用基準」という。）に定める「横浜市交通局電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）
」を提出することにより紙による入札書の提出を行うことができる。 

２ 入札参加資格 
入札に参加しようとする者は、次に掲げる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19年２月８日から開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19年２月８日 
(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項に定める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（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁気記録を含む。以下同じ。

）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、この公告の日から開札日まで
閲覧に供する。 

６  入札説明書等の交付 
(1) 交付期間                                               

平成19年１月30日から平成19年２月22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 
 ア 電子入札システムによる入札書の提出 
   第１項第１号アからエに掲げる項目ともに、次のとおりとする。 
  (1)  入札期間 
    平成19年３月６日から平成19年３月12日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午
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後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 
      イ 紙による入札書の提出 

(1） 入札日時 
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19年３月13日午前10時00分 
  (イ) 平成19年３月13日午前10時00分 
  (ウ) 平成19年３月13日午前10時00分 
  (エ） 平成19年３月13日午前10時00分 

(2)  入札場所 
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19年３月12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。 
ウ 開札予定日時 

   (ア) 平成19年３月13日午前10時00分 
  (イ) 平成19年３月13日午前10時00分 
  (ウ) 平成19年３月13日午前10時00分 
  (エ） 平成19年３月13日午前10時00分 

 ８ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項に定める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 
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において
指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市
に届けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市交通局電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出して
ない者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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 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19年度横浜市各会計予算が平成19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) Deadline for the tender: 
① 10:00 a.m., 13 March, 2007 
② 10:00 a.m., 13 March, 2007 
③ 10:00 a.m., 13 March, 2007 
④ 10:00 a.m., 13 March, 2007 

(3) Contact point for the notice: Finance Division, 
Transportation Bureau, City of Yokohama, 
1-1  Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 
TEL 045(671)3174 
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交通局調達公告第７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 19 年１月 30 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 料金収受機Ｉ
Ｃカード対応
機器 

横浜市交通局
総務部財務課 
中区港町１丁
目１番地 

平成18 年
12 月 25
日 

サクサ株式会社 
東京都港区白金 1
丁目 17 番３号 

円
64,711,500

随意契約 － 政府調
達に関
する協
定（平
成７年
条約第
23 号）
第 15 条
第１項
(ｄ) 
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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 19 年１月 30 日 

横浜市病院事業管理者 
病院経営局長 原  正 道 

１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
    横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約 3,640,000 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 19 年４月１日から平成 20 年３月 31 日まで 
 (4) 供給場所 
   磯子区滝頭一丁目２番１号 
   横浜市立脳血管医療センター 
 (5) 入札方法 

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

入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、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) 平成 19・20 年度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・ガス」に
登録が認められている者であること。 

(3) 平成 19 年２月８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) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出
している者であること。 

 (6) 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 19 年２月８日午後５時まで 
(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 
横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 
新井 電話 045(753)2617（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 19 年１月 30 日から平成 19 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１号 
横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 
新井 電話 045(753)2617（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、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 19 年３月 14 日午後１時 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 19 年３月 13 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

病 院 経 営 局 
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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 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ
れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 
13 Summary  
(1) Subject matter of the contract:  

Provision of approx．3,640,000ｋｗｈ of electricity consumed 
By Yokohama Stroke and Brain Center  

(2) Date of tender:  1:00 p.m,14．March，2007  
(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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病院経営局調達公告第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19年１月30日                                       
                                                    横浜市病院事業管理者 

                                        病院経営局長 原  正 道 
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19年４月１日から平成20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) 平成19・20年度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・ガス」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19年２月８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) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。 

 (6) 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19年２月８日（ただし、実績調書等は平成19年２月15日）午後５時まで           

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先                         
    〒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。 
６ 入札説明書等の交付                                       
 (1) 交付期間                                               
   平成19年１月30日から平成19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19年３月14日午前10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19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。       
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８ 入札の無効 
次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 
 (2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札                    
 (3) 横浜市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 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19年度横浜市各会計予算が平成19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., 14 March, 2007 
 (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 
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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 19 年１月 30 日                                       

                                  横浜市病院事業管理者 
                                   病院経営局長 原  正 道 
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 19 年４月１日から平成 20 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) 平成 19・20 年度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 19 年２月８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 18 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 19 年２月８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 19 年１月 30 日から平成 19 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 19 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 19 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 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、 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 19 年度横浜市各会計予算が平成 19 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, 2007 

 (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


