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第１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】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （平成21年度舞岡川改修工事（その５） ほか８件）･････････････････････････････････････････２ 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（Ａタイプ標識 13基ほか ほか68件）･････････････････････････････････････････････････････15 

△ 特定調達契約の落札者等の決定･････････････････････････････････････････････････････････････88 
 
【水道局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （藤塚ずい道耐震補強工事）･･･････････････････････････････････････････････････････････････89 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（Ｍソケット２型（口径20ｍｍ） 80個ほか ほか８件）･････････････････････････････････････93 

 
【交通局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （市営地下鉄１．３号線電車線路補修工事）････････････････････････････････････････････････105 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（車輪くず（切り粉） 4,000ｋｇほかの売払）･････････････････････････････････････････････109 

 
【その他】 

△ 特定調達契約に係る公募型プロポーザル手続の開始 

（障害福祉システム開発業務委託 一式）･･････････････････････････････････････････････････113 
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横浜市調達公告第１号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「平成 21 年度舞岡川改修工事（その５）」ほか８件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成22年１月12日 

 

契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

 

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) 平成 21・22 年度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) 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要領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、８（10）に定める場合を除く 

。  

(2) 設計図書のダウンロード等 

ア 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。）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。 

イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけ

ればならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定め

る期間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続きについては、横浜市のホームページを参照すること。 

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

３ 入札方法等 

(1) 入札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。 

調 達 公 告 
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(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) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共

同企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 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Ｉ

Ｃ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を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補

者名及び当該価格を通知し、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きを繰り返す。 

(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) イの手続きにより落札者を決定する。 

(6) (4) イの手続きにより、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。 
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(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要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

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) 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延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(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、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

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 

(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、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 21・22 年度の横浜市入札参加資格

審査申請（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録されているもの。）

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) 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

市のホームページを参照すること。 

(11) 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
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、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要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９１２０１０１６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２１年度舞岡川改修工事（その５） 

施工場所 
戸塚区舞岡町５０１番地先から３７１３番地先まで 

工事概要 

ＰＨＣ杭打工（Ｌ＝８ｍ～１０ｍ、３４本）、重力式擁壁工５６ｍ３ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１５日まで 

予定価格 ３７，１１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ又は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。  

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、既製杭（木杭を除く。）の打込み工を含む工事の元請 
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。）。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（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）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 （４）施工実績調書（工事内容欄に、既製杭の種類及び杭長を記入し、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。） 

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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午前 ９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８（９）を参照）。 

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８６２ 

契約事務担当課 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 ０９１２０１０１７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路鴨居上飯田線（本宿・二俣川地区）街路整備工事（その３） 

施工場所 
旭区本宿町９２番地先から１３８番地先まで 

工事概要 

土工一式、重力式擁壁工Ｌ＝２０２ｍ、自立式擁壁工Ｌ＝４３ｍ、街渠縦断管布設工Ｌ＝ 
２８４ｍ、舗装基層工１，３６２ｍ２、舗装表層工９２１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １６１，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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 

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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午前 ９時４５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８（９）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５３９ 

契約事務担当課 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 ０９１２０１０１７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区道路照明灯建替工事 

施工場所 
青葉区つつじが丘ほか２か所 

工事概要 

道路照明灯建替工３２基 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １７，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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）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） （４ 
）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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）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（９）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 

契約事務担当課 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 ０９１２０１０１７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南・金沢区道路照明灯補修工事 

施工場所 
南区三春台１５３番地先ほか１か所 

工事概要 

道路照明灯移設工１基、歩道橋照明灯建柱工１７基、歩道橋照明灯撤去工３６基 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ９，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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）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） （４ 
）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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）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（９）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 

契約事務担当課 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 ０９１２０１０１７６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉区道路照明灯補修工事 

施工場所 
青葉区荏田西二丁目ほか１か所 

工事概要 

道路照明灯建替工６基、分電盤設置工１面、配管・配線工一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ５，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

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）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） （４ 
）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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）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（９）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 

契約事務担当課 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 ０９２１０１０６４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区洋光台地区下水道改良工事（その６） 

施工場所 
磯子区洋光台四丁目６番１号地先 

工事概要 

管きょ更生工（Φ３００ｍｍ、Ｌ＝９５．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月２３日まで 

予定価格 ６，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生又は土木 

格付等級 【管更生：－】又は【土木：Ｃ】 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】又は【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。  

その他 

特記仕様書に記載する技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法に関する団体に属してい 
ること、又は当該工法について実施権の許諾を受けていること。 

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） （４ 
）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の 
許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明書又は実施権に関する契約書の写し等 
） 

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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午前 ９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８（９）を参照）。 
（３）入札参加資格その他に記載する工法については、更生工法（自立管）特記仕様書の 
  １．２適用工法に定める。 

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１ 

契約事務担当課 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 ０９２１０１０６４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川水再生センター場内整備工事（その１３） 

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地 

工事概要 

既製コンクリート杭基礎工（Ｌ＝２５ｍ、２本）、転落通路架設工一式、転落防止柵設置 
工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １３，６９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ、Ｂ又は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。  

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、長さ１５ｍ以上の杭基礎工（既製杭に限る。）を含む 
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。）。 

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） （４ 
）施工実績調書（工事内容欄に杭基礎工を含む工事の概要、既製杭の種類及び杭長を記入 
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。） 

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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午前 ９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８（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４８ 

契約事務担当課 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 ０９２１０１０６４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
梅が丘公園ほか４７公園時計整備工事 

施工場所 
青葉区梅が丘４番地ほか４７か所 

工事概要 

時計設備工（共架型４３台、自立型５台） ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１６日まで 

予定価格 ７，６２７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

その他 

 

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） 

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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午前 ９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（９）を参照）。 

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 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 ０９２２０１００８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧廃棄物 終処分場浮桟橋改修工事 

施工場所 
中区南本牧４番地先 

工事概要 

覆工板設置撤去工１，１１０ｍ２、本体上部補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月２５日まで 

予定価格 ６５，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

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。  

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 

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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）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（９）を参照）。 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５６４ 

契約事務担当課 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２号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「Ａタイプ標識 13基ほか」ほか68件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 22 年１月 12 日 

 

契約事務受任者              

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

 

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物品・委託等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) 平成21・22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) 契約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契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横浜市

電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるとこ

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、９(6)に定める場合を除く。  

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が

記載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.j

p」）により契約第二課へ提出すること。 

(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 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送

信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

平成22年１月20日の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）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（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 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。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 
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(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 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) 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 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 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Ｉ

Ｃカードを用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下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

入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決

定は保留する。 

(2) 予定価格以下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、予定価格以下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) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

(6) (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、別途指定のある場合を除き、契約ごと

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）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「gy-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

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。 

(7) (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。 

(8) 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
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をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 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契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。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（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 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。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 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（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次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、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

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、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23条第１

項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 共同企業体による入札を行う場合は、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二課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二課まで持参しなければならない。 

(7) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

 (8) 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、横浜市物品・委託等に関する競争

入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者

要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９１２０２００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ａタイプ標識 １３基ほか 

納入／履行場所 
道路局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路保安資材 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 道路局交通安全・放置自転車課 電話 ０４５－６７１－３６４４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９１２０５０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（橋梁撤去鋼材） ２５８トンの売払 

納入／履行場所 
緑区青砥町２８８番１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９１４０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清掃船清澄丸修繕 

納入／履行場所 
請負人造船所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 その他の修理 

格付等級 - 

登録細目 【その他の修理：船舶修理】 

所在地区分 市内 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。②小型船造船業法第４条に係る小型船 

造船業登録又は造船法第６条第１項に係る船舶の製造事業等開始届出のあること。③本船 

の修繕ができる船体修繕設備（ドック又は引揚船台）を保有していること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②「造船業開始届（受付印のあるもの）」又は「小型船造船業登録済証」の写し 

③本修繕に使用する船体修繕設備の規模を確認できる書類 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３１７ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９１４０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小型船牽引用車両 １台の製造 

納入／履行場所 
小型船保管施設（金沢区柴町３６１） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

準市内業者及び市外業者については、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．当該物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

納入（製造）実績調書 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

入札不成立により再度の発注を行う。 

発注担当課 港湾局海務課 電話 ０４５－６７１－７２２２ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９１４０３００６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公共ふ頭ほか草刈等緑地管理業務委託（緊急雇用創出事業） 

納入／履行場所 
本牧ふ頭ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ２月 ９日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

本契約は「緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付対象事業」に係る契約である 

ため、特約約款、設計図書等を熟読のうえ、入札に参加すること。 

発注担当課 港湾局南部管理課 電話 ０４５－６２３－８２３１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２１０２０４１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） １４，０００リットル（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局吉野ポンプ場ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２２０２０７０８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽四輪トラック（リフトダンプ付） ５台 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につ 

いては上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５３５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２２０２０７１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
簡易貫流ボイラ（日本サーモエナー） １式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局保土ケ谷工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械器具・工具類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１８ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２２０２０７１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽四輪トラック ５台 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５５１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２５０２０２１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市民税・県民税納税通知書定期１期用４Ｐ（ＯＣＲ仕様） ６６，２００セットほか 

納入／履行場所 
行政運営調整局情報システム課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③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。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 行政運営調整局税務支援課 電話 ０４５－６７１－２２５３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２５０２０２１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＭｃＡｆｅｅ Ｅｍａｉｌ ａｎｄ Ｗｅｂ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ ＡｐｐｌｉａｎｃｅＭｏｄ

ｅｌ ３３００用 ＭＣＣ・スタンダードサポート（更新）（ＭｃＡｆｅｅ社） ６ライセンス

納入／履行場所 
行政運営調整局ＩＴ活用推進課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月 ５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 行政運営調整局ＩＴ活用推進課 電話 ０４５－６７１－２０１３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２５０２０２１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＰＣサーバ（富士通又はＮＥＣ） ２台 同等品可 

納入／履行場所 
行政運営調整局ＩＴ活用推進課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 行政運営調整局ＩＴ活用推進課 電話 ０４５－６７１－２０１３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第１号 平成 22 年１月 12 日発行 

                                                    

                        30

契約番号 ０９２５０２０２３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽自動車税納税通知書（ＯＣＲ様式） ２１８，０００ページ 

納入／履行場所 
委託業者ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③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。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 行政運営調整局税務支援課 電話 ０４５－６７１－３６６９ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２５０２０２４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
定期用課税基本台帳（ＮＤＣＧ） １，４２８，０００枚 

納入／履行場所 
委託業者ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③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。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 行政運営調整局税務支援課 電話 ０４５－６７１－３６６９ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２５０２０２４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
名札フォルダ ２４，５００枚 

納入／履行場所 
行政運営調整局人事組織課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ２月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 文具・事務機械 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 

見本は、行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧 １月２５日午後１時まで 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 行政運営調整局人事組織課 電話 ０４５－６７１－２１５０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２８０２０３７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
濱ともカード（台紙を含む） ６０，０００セットほか 

納入／履行場所 
健康福祉局高齢健康福祉課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 特殊印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③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。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局高齢健康福祉課 電話 ０４５－６７１－３９２０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２８０２０３８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉タクシー利用券綴 ２２，４００冊ほか 

納入／履行場所 
健康福祉局障害福祉課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月 １日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録のあること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後 5 時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局障害福祉課 電話 ０４５－６７１－３８９１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２８０２０３８４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
脱臭剤（日本ピュアテック） ３，２４８キログラム 同等品可 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所（埼玉県内） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－２３１－３０６０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２８０４００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
介護認定審査業務支援システム用デスクトップ型パソコン １８台ほかの借入 

納入／履行場所 
鶴見区高齢・障害支援課 ほか１７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ３月 １日から平成２７年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①市内業者については上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者につい 

ては上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２２年２月１０日午後５時まで 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２９日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 健康福祉局介護保険課 電話 ０４５－６７１－４２５６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２８０４００４９ 

件名 
介護認定審査業務支援システム用デスクトップ型パソコン １８台ほかの借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２２年１月２２日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２２年１月２６日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

メーカー・型番等が記載されているカタログ等の資料を平成２２年１月２２日午後４時ま 

でに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に記載のとおり。）により提出する 

こと。 

 

その他 

１．平成２１年度分のリース料総額（税抜き）で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

 

 

 

 

本件の公告は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 ０９２９０２００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ワーキングガイド２０１０ １０，０００部 

納入／履行場所 
経済観光局雇用創出課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 カラー印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有している 

こと。③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。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 経済観光局雇用創出課 電話 ０４５－６７１－２３０４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９３２０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川土木管内河川水路維持管理委託（その２） 

納入／履行場所 
神奈川区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９３３０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（鉄柵）ほか ３トンの売払 

納入／履行場所 
西区西平沼町４－１４ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９３７０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（ガードパイプ・鉄蓋等） １８トンの売払 

納入／履行場所 
保土ケ谷区今井町１３１４ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
無機化学講義用セット（ナリカ） １０台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜サイエンスフロンティア高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 理化学機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 電話 ０４５－６７１－３２９２ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランドピアノ １台ほか 

納入／履行場所 
早渕中学校（都筑区早渕２－４） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 楽器 

格付等級 - 

登録細目 【楽器：ピアノ】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 電話 ０４５－６７１－３２９２ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
画像用ケーブル（エレコム） １，１２２本ほか（Ａ） 同等品可 

納入／履行場所 
末吉小学校ほか６０校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局情報教育課 電話 ０４５－６７１－３７７７ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
画像用ケーブル（エレコム） １，２６１本ほか（Ｂ） 同等品可 

納入／履行場所 
星川小学校ほか６７校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局情報教育課 電話 ０４５－６７１－３７７７ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
画像用ケーブル（エレコム） １，９６２本ほか（Ｃ） 同等品可 

納入／履行場所 
日野小学校ほか１０４校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １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 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局情報教育課 電話 ０４５－６７１－３７７７ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
画像用ケーブル（エレコム） ２，０２３本ほか（Ｄ） 同等品可 

納入／履行場所 
日吉台小学校ほか９３校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １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 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局情報教育課 電話 ０４５－６７１－３７７７ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
教卓 ４５台ほか 

納入／履行場所 
旭小学校ほか５０校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
教卓 ２０台ほか 

納入／履行場所 
末吉中学校ほか２３校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
屋内消火栓ホース ２５５本ほか 

納入／履行場所 
川上小学校 ほか２９校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ２月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 消防・防災・防犯用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７１０２０４４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速カラープリンター（理想科学工業） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜サイエンスフロンティア高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 電話 ０４５－６７１－４３８９ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９７２０２００９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
選挙のあゆみ（第２６集） ７２０冊 

納入／履行場所 
選挙管理委員会事務局選挙課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 頁物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有している 

こと。③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。 

提出書類 

①設備等一覧表 ②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し ③納入（ 

製造）実績調書 ※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～ 

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで行政運営調整局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 選挙管理委員会事務局選挙課 電話 ０４５－６７１－３３３６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０１４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本牧ターミナルオフィスセンター清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区本牧ふ頭１番地１０ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局南部管理課 電話 ０４５－６２３－８２３１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センター ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局中部水再生センター 電話 ０４５－６２１－４１１４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局港北水再生センターほか５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園電気設備常駐管理委託 

納入／履行場所 
神奈川区三ツ沢西町３番１号 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
こども自然公園公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
こども自然公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
環境科学研究所電気・機械設備保守清掃作業委託 

納入／履行場所 
横浜市環境科学研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、延床面積３，０００平方メートル以上の建築物に関する運 

転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行し 

た実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局環境科学研究所 電話 ０４５－７５２－２６０５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２５０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
研修センター総合管理業務委託 

納入／履行場所 
行政運営調整局研修センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

④神奈川県公安委員会から警備業法第４条の認定を受けていること、又は神奈川県公安委 

員会に同法第９条の届出書を提出していること。 

提出書類 

①履行実績申告書（建物管理用） 

②警備業認定証の写し又は営業所設置等届出書の写し 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 行政運営調整局人材開発課 電話 ０４５－６６２－２９２３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２７０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部児童相談所一時保護所清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市南部児童相談所一時保護所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 こども青少年局南部児童相談所 電話 ０４５－８３１－４７３５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２７０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等運転・監視及び日常点検・保守業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、延床面積４，０００平方メートル以上の建築物に関する運 

転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行し 

た実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 こども青少年局中央児童相談所 電話 ０４５－２６０－６５２８ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２８０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
恵風ホーム設備管理業務及び庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市恵風ホーム 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、延床面積４，０００平方メートル以上の建築物に関する運 

転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行し 

た実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 健康福祉局恵風ホーム 電話 ０４５－３３１－３１７４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２８０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山霊堂清掃委託 

納入／履行場所 
久保山霊堂 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－２３１－７３４３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山霊堂設備管理業務委託 

納入／履行場所 
久保山霊堂 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、延床面積３，０００平方メートル以上の建築物に関する運 

転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行し 

た実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－２３１－７３４３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２９０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
職能開発総合センター設備管理業務委託 

納入／履行場所 
経済観光局職能開発総合センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 経済観光局雇用創出課 電話 ０４５－６５１－２１９５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川公会堂清掃等委託 

納入／履行場所 
横浜市神奈川公会堂 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、延床面積２，０００平方メートル以上の建築物に関する運 

転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行し 

た実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 神奈川区地域振興課 電話 ０４５－４１１－７０９５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区入江町公園ほか２２公園公衆便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
入江町公園ほか２２公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３３０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区総合庁舎総合管理業務委託 

納入／履行場所 
西区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 西区総務課 電話 ０４５－３２０－８３０６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３４０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区役所庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
中区庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 中区総務課 電話 ０４５－２２４－８１１５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３４０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区健診・予防接種センター運転・監視及び日常点検・保守業務委託 

納入／履行場所 
中区健診・予防接種センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、延床面積２，０００平方メートル以上の建築物に関する運 

転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行し 

た実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 中区福祉保健課 電話 ０４５－２２４－８３３２ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３６０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区総合庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
港南区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 港南区総務課 電話 ０４５－８４７－８３１４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３７０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区保土ケ谷公会堂設備管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市保土ケ谷公会堂ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 保土ケ谷区地域協働課 電話 ０４５－３３４－６３０８ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３８０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区総合庁舎設備管理委託 

納入／履行場所 
旭区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 旭区総務課 電話 ０４５－９５４－６０１１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３９０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区総合庁舎総合管理業務委託 

納入／履行場所 
磯子区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 磯子区総務課 電話 ０４５－７５０－２３１４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４００３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内区所管公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
能見堂緑地ほか２６公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第１号 平成 22 年１月 12 日発行 

                                                    

                        76

契約番号 １０４２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区総合庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
緑区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 緑区総務課 電話 ０４５－９３０－２２０７ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４６０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
栄区庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 栄区総務課 電話 ０４５－８９４－８３１３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第１号 平成 22 年１月 12 日発行 

                                                    

                        78

契約番号 １０４６０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄公会堂・栄スポーツセンター清掃等委託 

納入／履行場所 
横浜市栄公会堂ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 栄区地域振興課 電話 ０４５－８９４－８３９３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４６０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄公会堂・栄スポーツセンター運転・監視及び日常点検・保守業務委託 

納入／履行場所 
横浜市栄公会堂ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 栄区地域振興課 電話 ０４５－８９４－８３９３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４８０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区総合庁舎設備管理委託 

納入／履行場所 
瀬谷区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、７か月以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ７回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 瀬谷区総務課 電話 ０４５－３６７－５６１３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
消防訓練センター庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 安全管理局管理・研究課 電話 ０４５－８５３－８６０４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５５０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西消防署他２消防署定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市西消防署ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 安全管理局施設課 電話 ０４５－３３４－６５７５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５５０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄消防署他２消防署定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市栄消防署ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 安全管理局施設課 電話 ０４５－３３４－６５７５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南台ひの特別支援学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立港南台ひの特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立戸塚高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第１ 

項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として 

締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野中央高等特別支援学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立日野中央高等特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

③平成１７年４月１日以降に、延床面積７，０００平方メートル以上の建築物に関する運 

転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行し 

た実績を有する者（平成２２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２６日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
岩崎中学校外６校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立岩崎中学校ほか６校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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横浜市調達公告第３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22年１月12日 

契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

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 グランドピアノ

（その１） 12

台の購入 

行政運営調

整局契約財

産部契約第

二課 

中区港町１丁

目１番地 

平 成 21 年

11月17日 

株式会社河合楽

器製作所神奈川

公教販店 

中区吉田町10番

地の３ 

円

13,230,000

一般競争

入札 

平成21年

10月６日

－ 

２ グランドピアノ

（その２） 14

台の購入 

同 同 同 

15,435,000

同 同 － 

３ グランドピアノ

（その３） 10

台の購入 

同 同 同 

11,235,000

同 同 － 

４ グランドピアノ

（その４） ２

台の購入 

同 同 同 

2,268,000

同 同 － 

５ バイオディーゼ

ル燃料精製機 

５式の購入 

同 平 成 21 年

11月25日 

株式会社ＢＤＦ

東京都墨田区

八広５丁目29

番11号 

63,000,000

随意契約 － 政 府 調

達 に 関

す る 協

定 （ 平

成 ７ 年

条 約 第

23 号 ）

第 15 条

第 １ 項

（ｂ）
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水道局調達公告第１号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「藤塚ずい道耐震補強工事」について、一般競争入札を行う。 

平成22年１月12日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 齋 藤 義 孝  

 

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（平成 20 年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する

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) 平成 21・22 年度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) 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水道局契約規程、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要領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、８(9)に定める場合を除く。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

ア 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。）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。 

イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけ

ればならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定め

る期間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

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

３ 入札方法等 

(1) 入札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

水 道 局 
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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) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共

同企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 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Ｉ

Ｃ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を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補

者名及び当該価格を通知し、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時までの間に行政運営調整局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 
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(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要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

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延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(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、次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、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

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 

(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、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 21・22 年度の横浜市入札参加資格

審査申請（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録されているもの。）

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。 

(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要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５２０１０５５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
藤塚ずい道耐震補強工事 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町１３７５番地の３地先から新桜ケ丘二丁目１番１号地先まで 

工事概要 

補強鋼板設置工Ｌ＝９１ｍ、補強材裏面グラウト注入工Ｌ＝９１ｍ、付帯工一式 

工期 契約締結の日から３５５日間 

予定価格 ３６８，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

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。  

その他 

平成８年４月１日以降に完成した次のいずれかの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、代表構成員のものに限る 
。）。 
（１）山岳トンネル補強工事（覆工補強工及び裏込注入工を含むものに限る。） 
（２）山岳トンネル築造工事（矢板工法又はＮＡＴＭに限る。） 

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  
（３）施工実績調書（工事内容欄に山岳トンネル工事の概要を記入し、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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）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）本件工事は建設改良に係る予算繰越対象契約である。 

工事担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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水道局調達公告第２号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「Ｍソケット２型（口径20ｍｍ） 80個ほか」ほか８件の契約について、一般競争入札を行

う。 

平成 22 年１月 12 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 齋 藤 義 孝  

 

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（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する

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物品・委託等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) 平成21・22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) 契約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水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、

横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定め

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、９(6)に定める場合を除く。  

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が

記載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.j

p」）により契約第二課へ提出すること。 

(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 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送

信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

平成22年１月20日の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）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（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 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
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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。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 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２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第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) 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 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 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Ｉ

Ｃカードを用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下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

入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決

定は保留する。 

(2) 予定価格以下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、予定価格以下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) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

(6) (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、別途指定のある場合を除き、契約ごと

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）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「gy-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

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。 

(7) (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。 
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(8) 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。 

７ 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契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。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（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 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。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 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（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次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、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

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、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23条第１

項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 共同企業体による入札を行う場合は、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二課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二課まで持参しなければならない。 

(7) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

 (8) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関す

る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５２０２０５２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｍソケット２型（口径２０ｍｍ） ８０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部給水維持課 ほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局北部給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９５２０２０５２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｂ型伸縮付補助止水栓（口径１３ｍｍ） ２００個ほか 

納入／履行場所 
水道局西部給水維持課 ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局北部給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９５２０２０５２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ボール止水栓（口径２０ｍｍ） ３５０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部給水維持課 ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １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 

注意事項 

 

発注担当課 水道局北部給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９５２０２０５２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
絶縁袋ナット付 分・止水栓ソケット（口径２５ｍｍ） ８０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部給水維持課 ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については、上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者に 

ついては、上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １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 

注意事項 

 

発注担当課 水道局北部給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９５２０２０５３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
石英トーチ（パーキンエルマージャパン） ３個ほか 

納入／履行場所 
水道局水質課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 理化学機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局水質課 電話 ０４５－３７１－５６５６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９５２０５００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（三菱リベロバン） １台の売払 

納入／履行場所 
水道局北部給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。③古物営業の許可を受けている者。④使用済自動車の再資源化等 

に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書②古物商許可証の写し 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 水道局北部給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
菊名ウォータープラザ清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局菊名ウォータープラザ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局北部給水維持課 電話 ０４５－５３１－４１８１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５２０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５２０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷分庁舎清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局西谷分庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１７年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
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２２年 １月２６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２２年度横浜市各会計予算が平成２２年３月３１日までに横浜市議会に 

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局建設課 電話 ０４５－３３１－５５６０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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交通局調達公告第１号  

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「市営地下鉄１．３号線電車線路補修工事」について、一般競争入札を行う。 

平成22年１月12日 

 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 池 田 輝 政 

 

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（平成 20 年３月交通局規程第 11 号）第２条の規定により読み替えて準用する

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) 平成 21・22 年度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) 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要領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、８(9)に定める場合を除く。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 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。）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。 

イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけ

ればならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める

期間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

ウ 設計図書購入の申込み手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

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

３ 入札方法等 

(1) 入札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

交 通 局 
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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) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共

同企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(8) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(9) 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Ｉ

Ｃ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を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補

者名及び当該価格を通知し、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時までの間に行政運営調整局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 
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(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要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

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延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(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、次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、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

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 

(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、工種「上水道」に係る工事を除き、開札日において、平成 21・22 年度の横浜市入札参加資格

審査申請（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録されているもの。）

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。 

(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要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５３０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市営地下鉄１．３号線電車線路補修工事 

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２番地から港南区野庭町７１３番地 

工事概要 

配電用トラフ補修工一式、サードレール腕金補修工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月２５日まで 

予定価格 ７，０６７，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

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。  

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、サードレール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）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） （４ 
）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２２年 １月２５日（月）午前 ９時００分から 
平成２２年 １月２７日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２８日（木）午前 ９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８（８）を参照）。 

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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交通局調達公告第２号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「車輪くず（切り粉） 4,000ｋｇほかの売払」の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 22 年１月 12 日 

 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 池 田 輝 政  

 

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（平成20年３月水道局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する

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物品・委託等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) 平成21・22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) 契約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、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、

横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定め

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、９(6)に定める場合を除く。  

(2) 同等品による入札については、別途指定がある場合を除き３(2)アの期限までにメーカー・型番等が

記載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.j

p」）により契約第二課へ提出すること。 

(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 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとし

て計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送

信先アドレスは「gy-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

平成22年１月20日の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（日曜日、土曜日及び休日を除く。）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（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 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。 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 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２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第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) 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 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行

った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同

組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 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Ｉ

Ｃカードを用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、営業種目「不用品買受」に係る契約については

「予定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下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

入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決

定は保留する。 

(2) 予定価格以下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、予定価格以下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) (1)において落札候補者となる者がないとき又は(4)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した

者が他にないときは再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(4)までの手続は同様とす

る。なお、すでに無効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札

をした者の入札は認めない。 

(6) (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、別途指定のある場合を除き、契約ごと

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）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午後

５時までに電子メール（送信先アドレスは「gy-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課

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。 

(7) (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。 

(8) 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
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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。 

７ 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契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。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（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 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。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 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（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次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、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

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、６(6)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23条第１

項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 共同企業体による入札を行う場合は、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二課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二課まで持参しなければならない。 

(7) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

(8) 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、横浜市物品・委託等に関す

る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０９５３０５００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
車輪くず（切り粉） ４，０００ｋｇほかの売払 

納入／履行場所 
港南区野庭町７１３番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。②当該物品の買受実績又はこれと同種 

の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
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２２年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 １月２５日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 ※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の 

買受代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 交通局車両課 電話 ０４５－６７１－３１７８ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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特定調達契約に係る公募型プロポーザル手続の開始 

 次のとおり提案書の提出を招請する。 

    平成 22 年１月 12 日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 大 場 茂 美 

１ 提案書の招請に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    障害福祉システム開発業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

提案書作成要領による。 

 (3) 履行期間 

平成 22 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所 

   横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課 

その他、別途指示する場所（詳細は、提案書作成要領による。） 

２ 提案書の提出者の資格    

提案書を提出しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、提案書の提出者の資格の確

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 21・22 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」の「細目Ａ システム開発・保守・運用」に登録が認められている者であること。 

 (3) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託者特定の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) 当該契約に関する配置予定技術者について、次の条件を満たす者であること。 

  ア 予定技術者の要件 

    管理技術者 システム開発部門に所属している者であること。 

    担当技術者 システム開発部門に所属している者であること。 

  イ 予定技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績 

    管理技術者は、次に示す「同種又は類似業務」に１件以上の実績を有する者であること。 

    障害者福祉分野にかかるシステム開発又は保守及び運用 

  ウ 履行中の業務量 

    委託期間中の履行中の業務量 

    管理技術者 契約金額 1,000 万円以上の業務が３件未満である者 

    担当技術者 契約金額 1,000 万円以上の業務が３件未満である者 

３ 参加表明の手続 

(1) 提出書類及び提出先等 

  提案書作成要領による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年１月 21 日午後５時 15 分まで 

(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 

横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課 

大山、高木、阿久澤 電話 045(671)3603（直通） 

４ 提案書の提出者の資格の喪失 

提案書の提出者の資格確認結果の通知後、当該通知を受けた者が次のいずれかに該当するときは、提

案書を提出することができない。 

そ の 他 
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(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 提案書作成要領に定める提出書類（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 提案書の提出に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る提案書作成要領等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から提案書提

出期限の日まで閲覧に供する。 

６ 提案書作成要領等の交付方法等 

横浜市健康福祉局ホームページからダウンロード可能。 

ただし、一部資料については貸出しのみを行う。 

(http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/shogai/) 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 22 年１月 12 日から平成 22 年２月 26 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) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課 

電話 045(671)3603（直通） 

７ 提案書の提出部課及び提出期限 

(1) 提出部課 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課 

電話 045(671)3603（直通） 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 26 日午後５時 15 分まで 

８ 提案書の無効 

次の提案書は、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提案書 

(2) 提案書作成要領に定める提出書類について虚偽の記載をした者が提出した提案書 

(3) 第７項第２号に定める日時までに提出されない又は到着しない提案書 

９ 提案書の特定に関する事項 

(1) 提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング 

提案書の提出者に対して、提案書の内容について、個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング

を行う（横浜市への提案書内容についての説明及び質疑応答）。  

(2) 提案書の特定のための評価基準 

提案書の特定は、次の基準により総合的に評価のうえ行う。 

なお、特定作業において、すべての提案書が横浜市の要求を満たさないものであると判断したとき

は、提案書の定を行わないことがある。 

 ア 基本的事項（技術者の保有資格、業務実績、履行中件数等） 

 イ 委託業務に対する理解及び提案 

 ウ プロジェクト管理 

 エ 事業者の信頼性 

 オ ヒアリングによる技術評価 

10 契約保証金 

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 
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(1) 提案書の招請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) 経費負担 

提案書の提出にかかる一切の経費は提案者の負担とする。 

(4) 提出された提案書の取扱い 

横浜市に提出された提案書は返却しない。 

(5) 契約の条件 

この契約は、平成 22 年度横浜市各会計予算が平成 22 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。 

(6) 詳細は、提案書作成要領による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: A development consignment of the Disabled People Welfare 

administration system 

(2) Time-limit to express interests: 5:15p.m., 21 January, 2010 

(3) Time-limit to submit proposal: 5:15p.m., 26 February, 2010 

(4) Contact point for the notice: Disabled People Planning Division, Health and Social Welfare 

Bureau, City of Yokohama 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)3603 

 


