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第７号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （「広報よこはま」区版と市版 約18,660,800部の印刷）･･････････････････････････････････････３ 

△ 同（横浜市環境創造局北部第一水再生センターで使用する電力 約14,880,000キロワットアワーの 

    供給）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････６ 

△ 同（横浜市環境創造局北部第二水再生センター、北部汚泥資源化センター及び資源循環局鶴見工場 

    で使用する電力 約5,993,000キロワットアワーの供給）･･･････････････････････････････････８ 

△ 同（横浜市環境創造局神奈川水再生センターで使用する電力 約33,800,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････10 

△ 同（横浜市環境創造局中部水再生センターで使用する電力 約10,700,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････12 

△ 同（横浜市環境創造局南部水再生センターで使用する電力 約9,470,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････14 

△ 同（横浜市環境創造局金沢水再生センターで使用する電力 約30,700,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････16 

△ 同（横浜市環境創造局港北水再生センター及び新羽ポンプ場で使用する電力 約32,200,000キロワ 

    ットアワーの供給）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････18 

△ 同（横浜市環境創造局都筑水再生センターで使用する電力 約24,200,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････20 

△ 同（横浜市環境創造局西部水再生センターで使用する電力 約10,600,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････22 

△ 同（横浜市環境創造局栄第一水再生センターで使用する電力 約7,740,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････24 

△ 同（横浜市環境創造局栄第二水再生センターで使用する電力 約21,000,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････26 

△ 同（資源循環局金沢工場・環境創造局南部汚泥資源化センターで使用する電力 約790,924キロワッ 

    トアワーの供給）･････････････････････････････････････････････････････････････････････28 

△ 同（横浜市中央卸売市場本場で使用する電力 約18,000,000キロワットアワーの供給）･･･････････30 

△ 同（横浜市経済観光局中央卸売市場南部市場で使用する電力 約12,106,000キロワットアワーの供給） 

    ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････32 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （平成21年度宇田川改修工事（その４） ほか23件）･････････････････････････････････････････34 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （白灯油 約90,000リットルの購入）･･･････････････････････････････････････････････････････63 

△ 同（白灯油 約146,000リットルの購入）････････････････････････････････････････････････････66 

△ 同（白灯油 約366,000リットルの購入）････････････････････････････････････････････････････69 

△ 同（ポリ塩化アルミニウム溶液（濃度10％） 約1,008,000キログラムの購入）･･････････････････72 

△ 同（液体かせいソーダ（濃度48％） 約585トンの購入 ほか１件）････････････････････････････75 

△ 同（高反応性消石灰 約1,009,326キログラムの購入 ほか２件）･･････････････････････････････78 

△ 同（高反応性消石灰 約593,883キログラムの購入 ほか１件）････････････････････････････････81 

△ 同（高反応性消石灰 約871,000キログラムの購入 ほか１件）････････････････････････････････84 

△ 同（覆土材（切砕 約6,040立方メートル及び再生路盤材 約1,500立方メートル）の購入）･･･････87 

△ 同（コピー用紙Ａ４ 約14,000箱の購入）･･･････････････････････････････････････････････････90 

△ 同（寝具Ａ 一式の借入 ほか３件）･･･････････････････････････････････････････････････････93 

△ 同（本市施設産業廃棄物処分業務委託 一式）･･･････････････････････････････････････････････96 

△ 同（横浜市中央卸売市場食肉市場汚水処理施設運転管理委託 一式）･･･････････････････････････99 
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△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（蒸気土壌消毒機（丸文製作所） １基ほか 同等品可 ほか147件）･････････････････････････102 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （横浜市庁舎で使用する電力 約3,017,400キロワットアワーの供給）･････････････････････････261 

△ 同（横浜市北部斎場で使用する電力 約 2,256,000 キロワットアワーの供給）･････････････････263 

△ 同（横浜市南部斎場で使用する電力 約 2,011,000 キロワットアワーの供給）･････････････････265 

△ 同（横浜市環境創造局北部第一水再生センター北綱島ポンプ場で使用する電力 約2,290,000キロワ 

    ットアワーの供給）･･････････････････････････････････････････････････････････････････267 

△ 同（横浜市環境創造局神奈川水再生センター保土ケ谷ポンプ場で使用する電力 約1,650,000キロワ 

    ットアワーの供給）･･････････････････････････････････････････････････････････････････269 

△ 同（横浜市環境創造局南部水再生センター磯子ポンプ場で使用する電力 約3,030,000キロワットア 

    ワーの供給）････････････････････････････････････････････････････････････････････････271 

△ 同（横浜市環境創造局金沢水再生センター金沢ポンプ場で使用する電力 約1,770,000キロワットア 

    ワーの供給）････････････････････････････････････････････････････････････････････････273 

△ 同（横浜市環境創造局栄第二水再生センター戸塚ポンプ場で使用する電力 約1,300,000キロワット 

    アワーの供給）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････275 

△ 同（資源循環局保土ケ谷工場で使用する電力 約5,140,540キロワットアワーの供給）･･･････････277 

△ 同（資源循環局旭工場で使用する電力 約1,128,604キロワットアワーの供給）･････････････････279 

△ 同（資源循環局都筑工場で使用する電力 約2,488,249キロワットアワーの供給）･･･････････････281 

△ 同（横浜市経済観光局中央卸売市場食肉市場で使用する電力 約3,140,000キロワットアワーの供給） 

    ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････283 

△ 同（横浜市港湾局出田町ふ頭で使用する電力 約3,500,000キロワットアワーの供給）･･･････････285 

△ 同（磯子区総合庁舎で使用する電力 約2,887,000キロワットアワーの供給）･･･････････････････287 

△ 同（青葉区総合庁舎で使用する電力 約2,110,000キロワットアワーの供給）･･･････････････････289 

△ 同（都筑区総合庁舎で使用する電力  約2,469,000キロワットアワーの供給）･･･････････････････291 

△ 同（泉区総合庁舎で使用する電力 約2,025,000キロワットアワーの供給）･････････････････････293 

△ 同（横浜市中央図書館で使用する電力 約4,050,000キロワットアワーの供給）･････････････････295 

△ 特定調達契約の落札者等の決定････････････････････････････････････････････････････････････297 
 
【水道局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （杉田八丁目ほか１か所口径150ｍｍから200ｍｍ配水管布設替工事 ほか１件）････････････････299 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（水道用ポリ塩化アルミニウム（10％） 100トン（概算） ほか12件）･･･････････････････････305 

△ 特定調達契約の落札者等の決定････････････････････････････････････････････････････････････321 
 
【交通局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （バス用タイヤ整備（保土ケ谷・浅間町） 一式 ほか４件）････････････････････････････････322 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（交通局上永谷検修区等建物清掃業務委託 ほか５件）･･････････････････････････････････････325 

 
【病院経営局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （横浜市立市民病院清掃及び清潔管理業務委託 一式）･･････････････････････････････････････334 

△ 同（横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約4,730,000キロワットアワーの供給）･･･････337 

△ 同（横浜市立市民病院で使用する電力 約11,000,000キロワットアワーの供給）････････････････339 
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横浜市調達公告第 17 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

                        契約事務受任者 

                               横浜市副市長 大 場 茂 美 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   「広報よこはま」区版と市版 約 18,660,800 部の印刷 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 納入場所 

   市民活力推進局広報相談サービス部広報課ほか 21 か所（詳細は、入札説明書による） 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

(6) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(7) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「カラー印刷」に

登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

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

(5) オフセット輪転機を有する者であること。 

３ 入札参加の手続                                                

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

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

  (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

安達 電話 045 (671) 2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

調 達 公 告 
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当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

横浜市市民活力推進局広報相談サービス部広報課（市庁舎２階） 

電話 045(671)2332（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 22 年３月 16 日午後２時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午後２時 30 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        5

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

  (1) Subject matter of the contract: 

Printing of approx. 18,660,800 copies of Yokohama City Newspaper “Koho Yokohama” 

(2) Deadline for the tender: 2:30 p.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017,  

     TEL 045 (671) 2249 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        6

 

横浜市調達公告第 18 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

 契約事務受任者 

 横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局北部第一水再生センターで使用する電力 約 14,880,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所  

鶴見区元宮二丁目６番１号 

横浜市環境創造局北部第一水再生センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/hokubu1wtp/） 

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２月２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 

〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号 

横浜市環境創造局施設管理部北部第一水再生センター 

電話 045(572)2281（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 14,880,000kWh of electricity consumed 

  by Yokohama City Hokubudaiichi Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:00p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

   Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

   TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 19 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

 契約事務受任者 

 横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局北部第二水再生センター、北部汚泥資源化センター及び資源循環局鶴見工場で使用 

  する電力 約 5,993,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

   横浜市環境創造局北部第二水再生センター 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/hokubu2wtp/） 

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２月２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 

   〒230-0045 鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

   横浜市環境創造局施設管理部北部第二水再生センター 

   電話 045(503)0201（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 50 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 5,993,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Hokubudaini Wastewater Treatment Plant,Hokubu Sludge Treatment and 

   Recycling Center,Tsurumi Incineration Plant.  

(2) Date of tender: 2:50p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

   Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017,  

   TEL 045(671)3965 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        10

 

横浜市調達公告第 20 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

 契約事務受任者 

 横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局神奈川水再生センターで使用する電力 約 33,800,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   神奈川区千若町１丁目１番地 

   横浜市環境創造局神奈川水再生センター 

  (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/kanagawawtp/） 

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２月２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 

  〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地 

  横浜市環境創造局施設管理部神奈川水再生センター 

  電話 045(453)2641（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時５分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 33,800,000kWh of electricity consumed  

   by Yokohama City Kanagawa Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:05p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

   Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

   TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 21 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局中部水再生センターで使用する電力 約 10,700,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   中区本牧十二天１番１号 

   横浜市環境創造局中部水再生センター 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/chubuwtp/） 

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２月２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 

  〒231-0803 中区本牧十二天１番１号 

  横浜市環境創造局施設管理部中部水再生センター 

  電話 045(621)4114（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 10 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 10,700,000kWh of electricity consumed  

   by Yokohama City Chubu Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:10p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 22 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局南部水再生センターで使用する電力 約 9,470,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   磯子区新磯子町 39 番地 

   横浜市環境創造局南部水再生センター 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/nambuwtp/） 

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２月２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 

  〒235-0017 磯子区新磯子町 39 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部南部水再生センター 

  電話 045(761)5251（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 15 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 9,470,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Nanbu Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:15p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 23 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局金沢水再生センターで使用する電力 約 30,700,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   金沢区幸浦一丁目 17 番地 

   横浜市環境創造局金沢水再生センター 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/kanazawawtp/） 

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２月２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 

  〒236-0003 金沢区幸浦一丁目 17 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部金沢水再生センター 

  電話 045(773)3096（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 20 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 30,700,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Kanazawa Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:20p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 24 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局港北水再生センター及び新羽ポンプ場で使用する電力 約 32,200,000 キロワット 

  アワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   港北区大倉山七丁目 40 番１号 

   横浜市環境創造局港北水再生センター 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/kohokuwtp/） 

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２月２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 

   〒222-0037 港北区大倉山七丁目 40 番１号 

   横浜市環境創造局施設管理部港北水再生センター 

   電話 045(542)3031（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 25 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 32,200,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Kohoku Wastewater Treatment Plant and Nippa pomping Station 

(2) Date of tender: 2:25p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 25 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局都筑水再生センターで使用する電力 約 24,200,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   都筑区佐江戸町 25 番地 

   横浜市環境創造局都筑水再生センター 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/tsuzukiwtp/） 

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２月２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 

  〒224-0054 都筑区佐江戸町 25 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部都筑水再生センター 

  電話 045(932)2321（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 30 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

  行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に 

 分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

  要する。 

(3) 契約の条件 

  この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 24,200,000kWh of electricity 

   consumed by Yokohama City Tsuzuki Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:30p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama, 

   231-0017,TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 26 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局西部水再生センターで使用する電力 約 10,600,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   戸塚区東俣野町 231 番地 

   横浜市環境創造局西部水再生センター 

  (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/seibuwtp/） 

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２月２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 

  〒245-0065 戸塚区東俣野町 231 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部西部水再生センター 

  電話 045(852)6471（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 35 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 10,600,000kWh of electricity consumed  

   by Yokohama City Seibu Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:35p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 27 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局栄第一水再生センターで使用する電力 約 7,740,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   栄区小菅ケ谷二丁目５番１号 

   横浜市環境創造局栄第一水再生センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/sakae2wtp/） 

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２月２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 

  〒244-0841 栄区長沼町 82 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部栄第二水再生センター 

  電話 045(861)3011（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 40 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 7,740,000kWh of electricity consumed  

  by Yokohama City Sakaedaiichi Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:40p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 28 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局栄第二水再生センターで使用する電力 約 21,000,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   栄区長沼町 82 番地 

   横浜市環境創造局栄第二水再生センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        27

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/sakae2wtp/） 

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２月２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 

  〒244-0841 栄区長沼町 82 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部栄第二水再生センター 

  電話 045(861)3011（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 45 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 21,000,000 kWh of electricity  

  consumed by Yokohama City Sakaedaini Wastewater Treatment Plant  

(2) Date of tender: 2:45p.m, 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 29 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市副市長 山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

資源循環局金沢工場・環境創造局南部汚泥資源化センターで使用する電力 約 790,924 キロワット

アワーの供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月31日まで 

(4) 供給場所 

金沢区幸浦二丁目７番地の１ 横浜市資源循環局金沢工場 

金沢区幸浦一丁目９番地   横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

  (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

奥田 電話 045(784)9711（代表） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書等の交付方法等 

 横浜市資源循環局ＷＴＯ政府調達協定対象の契約ホームページからダウンロード可能。 

 ホームページアドレス http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/wto/ 

 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２月２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 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

電話 045(784)9711（代表） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 18 日午後２時 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 17 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、落札決定日以降に副市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印したときに確定す

るものとし、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の３に定める長期継続契約とするものとす

る。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract：Electricity to use in Kanazawa Incineration Plant and 

  Southern Sludge Recycle Center 

(2) Date of tender： 2：00 p.m., 18 March, 2010 

(3) Contact point for the notice：Kanazawa Incineration Plant, Resources and Wastes Recycling 

   Bureau，City of Yokohama, 2-7-1 Sachiura, Kanazawa-ku, Yokohama, 236-0003, TEL 045(784)9711 
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横浜市調達公告第 30 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行  

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市副市長 山 田 正 人  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市中央卸売市場本場で使用する電力 約 18,000,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   神奈川区山内町１番地 

   横浜市中央卸売市場本場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

  (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。   

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒221-0054 神奈川区山内町１番地 

横浜市経済観光局中央卸売市場本場運営調整課 

押見 電話 045(459)3325（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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  横浜市経済観光局ホームページからダウンロード可能。 

  アドレス http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/torikumi/kounyu/ 

    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２月２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 

〒221-0054 神奈川区山内町１番地 

横浜市経済観光局中央卸売市場本場運営調整課 

電話 045(459)3325（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午前 10 時  

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市経済観光局総務課会議室（関内駅前第一ビル５階） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 18,000,000kWH of electricity consumed  

  by Yokohama City Central Wholesale Market 

(2) Date of tender: 10:00a.m.,17 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Central Wholesale Market Operation management Division， 

   Economic and tourism Bureau, City of Yokohama,1 Yamanouti-cho, kanagawa-ku, Yokohama, 

   221-0054, TEL 045(459)3325 
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横浜市調達公告第 31 号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                                              契約事務受任者 

                                 横浜市副市長  山 田 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

      横浜市経済観光局中央卸売市場南部市場で使用する電力 約 12,106,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

     入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

  (4) 供給場所 

     金沢区鳥浜町１番地１ 

    横浜市中央卸売市場南部市場 

  (5) 入札方法 

     この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格                                                

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

認を受けなければならない。 

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

    ２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。  

  (3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

  (1) 提出書類及び提出部課 

      入札説明書による。 

 (2) 提出期限 

      平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

  (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒236-0002 金沢区鳥浜町１番地１ 

      横浜市経済観光局中央卸売市場南部市場運営課 

      田中 電話 045(779)2009（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当

するときは、当該入札に参加することができない。 

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

  (2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲覧 

 に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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  横浜市経済観光局ホームページからダウンロード可能。 

  http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/torikumi/kounyu/ 

  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２月２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 

   〒236-0002 金沢区鳥浜町１番地１ 

   横浜市経済観光局中央卸売市場南部市場運営課 

   電話 045(779)2009（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  平成 22 年３月 17 日午前 10 時 30 分  

〒231-0017 中区港町１丁目１番地  

横浜市経済観光局総務課会議室（関内駅前第一ビル５階）   

    ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に 

  必着のこと。 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

  (3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

  (4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札。 

９ 落札者の決定 

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

  効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成 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。 

  (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract:  Provision of approx.12,106,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Southern Wholesale Market   

  (2) Date of tender：10:30 a.m.，17 March，2010  

  (3) Contact point for the notice: Southern Wholesale Market Operation Division, Economic and  

   Tourism Bureau, City of Yokohama, 1-1 Torihama-cho， Kanazawa-ku， Yokohama， 236-0002   

     TEL 045(779)2009 
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横浜市調達公告第 32 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「平成 21 年度宇田川改修工事（その４）」ほか 23 件の工事について、一般競争入札を行う

。 

平成22年２月２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。 

(6) 入札の回数は１回とする。 
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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。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
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(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

、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
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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 ０９１２０１０１９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２１年度宇田川改修工事（その４） 

施工場所 
戸塚区汲沢町４６５番４地先から５７５番３まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，９９３ｍ２ 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 ２８，４８０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 ０４５－６７１－３９８７ 

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 ０９１２０１０１９４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２１年度今井川改修工事 

施工場所 
保土ケ谷区瀬戸ケ谷町２８８番地先から狩場町４７５番地先まで 

工事概要 

地先境界ブロック工Ｌ＝５０．２ｍ、転落防止柵設置工Ｌ＝２５ｍ、フェンス設置工Ｌ＝ 
６６．９ｍ、アスファルト舗装工３６６ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ５，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、保土ケ谷区内又は緑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 ０９１２０１０１９５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２１年度宇田川遊水地整備工事 

施工場所 
戸塚区汲沢町４６３番１ 

工事概要 

覆蓋工５か所、砕石舗装工１，６５６ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １８，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保 
土ケ谷区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 ０４５－６７１－３９８７ 

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 ０９１２０１０１９６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２１年度和泉川改修工事（その６） 

施工場所 
瀬谷区宮沢一丁目７番１地先ほか１か所 

工事概要 

木橋補修工（２橋） 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 １１，１８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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 ０４５－６７１－３９８７ 

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 ０９１２０１０１９７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
一之橋人道橋ほか２橋橋脚補修工事 

施工場所 
西区北幸二丁目１１番２号地先から南幸二丁目２０番１号地先までほか２か所 

工事概要 

補修鋼板設置工一式、現場鋼材溶接工一式 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 ５，４５０，０００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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

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 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９１ 

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 ０９１２０１０１９８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
永田富士見橋ほか２橋耐震補強工事 

施工場所 
南区永田東三丁目１１番地先から保土ケ谷区岩井町４１１番地先までほか２か所 

工事概要 

橋脚耐震補強工（鉄筋コンクリート巻立工１９．６ｍ３） 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 ２５，５１０，０００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、出資比率が１０分の２以 
上のものに限る。）。 
（１）鉄筋コンクリート巻立てによる橋脚補強工事 
（２）鉄筋コンクリート橋脚（橋台は除く。）築造工事 

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（工事内容欄に橋梁の名称及び橋脚補強工事の方法又は 
築造した鉄筋コンクリート橋脚の数量を記入し、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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  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一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０９２１０１０６７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大通り公園便所新築工事 

施工場所 
中区万代町２丁目８番の６ 

工事概要 

便所新築工（ＲＣ造（一部Ｓ造）、平屋建て、延床面積２６．９４ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ２７，４４０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

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 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６ 

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 ０９２１０１０６７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
玄海田公園ほか４か所樹木移植工事 

施工場所 
緑区長津田みなみ台三丁目１番地ほか４か所 

工事概要 

移植工（高木移植：２２本） 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 ２，８２０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉 
区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－３９４５ 

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 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        46

契約番号 ０９２１０１０６７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鴨居ポンプ場放流ゲート等塗装工事 

施工場所 
緑区東本郷町１１３番地ほか１か所 

工事概要 

放流ゲート等塗装工（ポリウレタン樹脂系３６３ｍ２、エポキシ樹脂系３９７ｍ２、耐熱 
塗料２７ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ４，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 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一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０９２２０１０１０２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢工場飛灰処理設備等補修工事 

施工場所 
金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

工事概要 

混練機補修工２基、重金属安定剤希釈水ポンプ補修工１台、消石灰用ブロワ補修工３台、 
活性炭用ブロワ補修工２台                             
             

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ７，１６９，０００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 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 資源循環局金沢工場 電話 ０４５－７８４－９７１１ 

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 ０９２２０１０１０３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭工場ポンプ補修工事 

施工場所 
旭区白根二丁目８番１号 

工事概要 

冷却水ポンプ補修工１台、揚水ポンプ補修工２台 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １，３４９，０００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 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－９５３－４８５１ 

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 ０９２４０１００５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業公共施設整備工事（昇降機監視設備工事） 

施工場所 
戸塚区戸塚町４０３３番地の１ 

工事概要 

昇降機監視設備工一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ５，７６９，０００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 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：通信設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気通信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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 都市整備局事業調整課 電話 ０４５－８６４－２６２１ 

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 ０９２４０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅前地区中央土地区画整理事業横断歩道橋エレベーター棟新築工事 

施工場所 
戸塚区戸塚町４０７６番２地先 

工事概要 

エレベーター棟新築工（Ｓ造、２階建て、延床面積２３．０２ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ２９，５７０，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は 
瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）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 都市整備局戸塚中央区画整理事務所 電話 ０４５－８６６－２４７０ 

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 ０９３２０１００８１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区反町遊歩道整備工事（その１） 

施工場所 
神奈川区反町４丁目３５番地先から３７番地先まで 

工事概要 

境界ブロック工Ｌ＝８８．６ｍ、アスファルト舗装工４１０ｍ２、ガードレール撤去工Ｌ 
＝７１．３ｍ、ガードフェンス撤去工Ｌ＝５．９ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１９日まで 

予定価格 ３，５６０，０００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：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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内又は西区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 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一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０９３２０１００８２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川区片倉町駅駅前広場改良（上屋）工事 

施工場所 
神奈川区片倉一丁目３３番１地先 

工事概要 

基礎工一式、鉄骨工一式、屋根工一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ７，３３０，０００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 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 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一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 ０９３６０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
打越高架橋伸縮継手部舗装補修工事 

施工場所 
港南区笹下三丁目１番４９号地先から笹下五丁目１０番２３号地先まで 

工事概要 

グースアスファルト舗装工９４ｍ２、橋面連続舗装工７．１５ｍ 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 １４，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

平成８年４月１日以降に完成したグースアスファルト舗装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場合は、代表構成員のものに限 
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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１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（９）を参照）。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

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 ０９３６０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
日野南コミュニティハウス新築工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
港南区日野南六丁目５６５０番１ほか 

工事概要 

エレベーター製作・設置１基（マシンルームレス、定格速度４５ｍ／分、定格積載量 
６００ｋｇ、定員９人、乗用） 

工期 契約締結の日から平成２２年 ９月３０日まで 

予定価格 １０，３９０，０００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 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置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、エレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請として 
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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

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）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

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 ０９３７０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）保土ケ谷区月見台自転車駐車場ほか２か所整備工事 

施工場所 
保土ケ谷区月見台３７番地ほか２か所 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝２７ｍ、塩ビ管布設工Ｌ＝２７ｍ、集水桝築造工４か所、立入防止柵設置 
工Ｌ＝７０ｍ、歩車道境界ブロック工Ｌ＝１３５ｍ、管理棟工一式、アスファルト舗装工 
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 ２０，１３０，０００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：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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、南区内、保土ケ谷区内又は緑区内のいずれかにあること。 
（２）平成２１年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

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 ０９３９０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内舗装補修（応急修理）工事（その６） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

アスファルト舗装工６１０ｍ２ 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 １０，１４０，０００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 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ又はＢ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、磯 
子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １０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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

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 ０９３９０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区屏風ヶ浦バイパス標識設置工事 

施工場所 
磯子区森五丁目１９番地先から森一丁目１番地先まで 

工事概要 

標識設置工１２基、区画線設置工Ｌ＝２，３７８ｍ 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 ９，１６０，０００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 区画線・標識 

格付等級 - 

登録細目 【区画線・標識：区画線設置工事及び道路標識設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １０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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

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 ０９４００１００８５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内公園施設修繕工事（その９） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

基盤整備工、施設修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工 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 ３，３２０，０００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 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内 
のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１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 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 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一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        59

契約番号 ０９４１０１０１０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区鳥山町地内狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

施工場所 
港北区鳥山町９１２番地先から９１４番地先まで 

工事概要 

間知ブロック積工２４５ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝１０４ｍ、ＬＵ型側溝築造工Ｌ＝３６ｍ、 
ガードレール設置工Ｌ＝２９ｍ、アスファルト舗装工３１７ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１８日まで 

予定価格 ２２，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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：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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

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 ０９４３０１００８３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
美しが丘公園一部施設改良工事（１） 

施工場所 
青葉区美しが丘二丁目２２番地 

工事概要 

基盤整備工、設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 １７，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園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） 
なお、主任技術者届出書については、契約番号０９４３０１００８３番及び       
０９４３０１００８４番の工事件名を併記すること。 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

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 ０９４３０１００８３ 

工事件名 
美しが丘公園一部施設改良工事（１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号０９４３０１００８４番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号０９４３０１００８３番及び０９４３０１００８４ 
  番の合計金額を契約番号０９４３０１００８３番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  ０９４３０１００８３番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０９４３０１００８４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
美しが丘公園一部施設改良工事（２） 

施工場所 
青葉区美しが丘二丁目２２番地 

工事概要 

基盤整備工、設備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０９４３０１００８３番に記載する。  

その他 

提出書類 

契約番号０９４３０１００８３番に記載する。 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

本件工事は契約番号０９４３０１００８３番の工事と合併入札を行う。 
なお、その他の注意事項については、契約番号０９４３０１００８３番に記載する。 

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

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 33 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

                            契約事務受任者 

     横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   白灯油 約 90,000 リットルの購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

戸塚区鳥が丘10番地5 

横浜市戸塚斎場 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 白灯油 約 90,000 リットルの購入 

 平成 22 年５月 

  イ 白灯油 約 90,000 リットルの購入 

 平成 22 年８月 

  ウ 白灯油 約 90,000 リットルの購入 

 平成 22 年 11 月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「燃料」に登録が

認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     
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 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

福田 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒244-0001 戸塚区鳥が丘10番地5 

横浜市戸塚斎場 

電話 045(864)7001（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 22 年３月 16 日午後２時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午後２時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 90,000 l of kerosene oil used for a  

     diesel engine 

(2) Deadline for the tender: 2:00 p.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

    Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

     045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 34 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   白灯油 約 146,000 リットルの購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

横浜市環境創造局磯子ポンプ場ほか１か所（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 白灯油 約 136,000 リットルの購入 

 平成 22 年５月 

  イ 白灯油 約 136,000 リットルの購入 

 平成 22 年８月 

  ウ 白灯油 約 69,000 リットルの購入 

 平成 22 年 11 月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「燃料」に登録が

認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 
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平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

福田 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒230-0045 磯子区新磯子町 39 番地  

    横浜市環境創造局南部水再生センター 

      電話 045 (761) 5251(直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 22 年３月 16 日午後１時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 146,000 l of kerosene oil used for a  

   diesel engine 

(2) Deadline for the tender: 1:30 p.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

    Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

    045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 35 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   白灯油 約 366,000 リットルの購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

保土ケ谷区狩場町 355 番地  

    横浜市資源循環局保土ケ谷工場 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 白灯油 約 366,000 リットルの購入 

 平成 22 年５月 

  イ 白灯油 約 366,000 リットルの購入 

 平成 22 年８月 

  ウ 白灯油 約 366,000 リットルの購入 

 平成 22 年 11 月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「燃料」に登録が

認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        70

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

福田 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒240-0025 保土ケ谷区狩場町 355 番地  

    横浜市資源循環局適正処理部保土ケ谷工場 

      電話 045 (742) 3711(直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 22 年３月 16 日午後１時 45 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午後１時 45 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 
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９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 366,000 l of kerosene oil used for a  

   diesel engine 

(2) Deadline for the tender: 1:45 p.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

    045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 36 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   ポリ塩化アルミニウム溶液（濃度 10％） 約 1,008,000 キログラムの購入 

  (2) 物品の特質等                                            

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

   鶴見区末広町 1 丁目６番地の８ 

   横浜市環境創造局北部第二水再生センター 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   ポリ塩化アルミニウム溶液（濃度 10％） 約 1,332,000 キログラムの購入  

平成 22 年６月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

(1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
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横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

横内 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒230-0045 鶴見区末広町 1丁目６番地の８ 

横浜市環境創造局施設管理部北部第二水再生センター 

電話 045(503)0201（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 22 年３月 16 日午前９時 35 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午前９時 35 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   
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 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 1,008,000kg of poly aluminum chloride  

   solution(10%) 

(2) Deadline for the tender: 9:35 a.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

 045 (671) 2248 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        75

 

横浜市調達公告第 37 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

   ア 液体かせいソーダ（濃度 48％） 約 585 トンの購入 

   イ 次亜塩素酸ソーダ（濃度 12％） 約 739 トンの購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

  第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

   第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

   ア 横浜市環境創造局福浦工場排水処理場ほか１か所（詳細は、入札説明書による。） 

   イ 横浜市環境創造局金沢水再生センターほか３か所（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 液体かせいソーダ（濃度 48％） 約 585 トンの購入 

    平成 22 年６月 

  イ 次亜塩素酸ソーダ（濃度 12％） 約 643 トンの購入 

    平成 22 年６月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     
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入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

横内 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒236-0003 金沢区幸浦一丁目 17 番地 

横浜市環境創造局施設管理部金沢水再生センター 

  電話 045(773)3096（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 15 分 

  イ 平成 22 年３月 16 日午前９時 25 分 

 (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

 第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

 ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 15 分 

 イ 平成 22 年３月 16 日午前９時 25 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 585t of Liquid Caustic Soda(48%) 

② Purchase of approx. 739t of sodium hypochlorite(available Chlorine 12％) 

 (2) Deadline for the tender:  

① 9:15 a.m., 16 March,2010 

②  9:25 a.m., 16 March,2010 

 (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017,  

TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 38 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

   ア 高反応性消石灰 約 1,009,326 キログラムの購入 

   イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 82,664 キログラムの購入 

   ウ アンモニア水 約 316,236 キログラムの購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

  第１号アからウまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

   第１号アからウまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   鶴見区末広町１丁目 15 番地の１ 

   横浜市資源循環局鶴見工場 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 高反応性消石灰 約 1,092,565 キログラムの購入 

    平成 22 年６月 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 86,857 キログラムの購入 

    平成 22 年６月 

  ウ アンモニア水 約 355,045 キログラムの購入 

    平成 22 年６月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号アからウまでに掲げる物品ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

横内 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

  覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒230-0045 鶴見区末広町１丁目 15 番地の１ 

   横浜市資源循環局適正処理部鶴見工場 

    電話 045(521)2191（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    第１号アからウまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  第１号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 50 分 

  イ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 10 分 

  ウ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

第１号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 50 分 

イ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 10 分 

ウ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 30 分 
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８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 1,009,326kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 82,664kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

③ Purchase of approx. 316,236kg of Ammonia solution 

(2) Deadline for the tender:  

① 9:50 a.m., 16 March,2010 

② 10:10 a.m., 16 March,2010 

③ 10:30 a.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017,  

TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 39 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

   ア 高反応性消石灰 約 593,883 キログラムの購入 

   イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 103,284 キログラムの購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

  第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

   第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   都筑区平台 27 番１号 

   横浜市資源循環局都筑工場 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 高反応性消石灰 約 593,883 キログラムの購入 

    平成 22 年６月 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 103,284 キログラムの購入 

    平成 22 年６月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     
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入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

横内 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

  覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒224-0064 都筑区平台 27 番１号 

横浜市資源循環局適正処理部都筑工場 

  電話 045(941)7911（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 50 分 

  イ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 10 分 

 (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

 第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

 ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 50 分 

 イ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 10 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 593,883kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 103,284kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

 (2) Deadline for the tender:  

① 9:50 a.m., 16 March,2010 

② 10:10 a.m., 16 March,2010 

 (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017,  

TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 40 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

   ア 高反応性消石灰 約 871,000 キログラムの購入 

   イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 126,000 キログラムの購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

  第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

   第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

   横浜市資源循環局金沢工場 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 高反応性消石灰 約 815,000 キログラムの購入 

    平成 22 年６月 

  イ 飛灰処理用重金属固定剤 約 118,000 キログラムの購入 

    平成 22 年６月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号ア及びイに掲げる物品ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     
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入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

横内 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

  電話 045(784)9711（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 50 分 

  イ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 10 分 

 (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

 第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

 ア 平成 22 年３月 16 日午前９時 50 分 

 イ 平成 22 年３月 16 日午前 10 時 10 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 871,000kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 126,000kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

 (2) Deadline for the tender:  

① 9:50 a.m., 16 March,2010 

② 10:10 a.m., 16 March,2010 

 (3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, 

     TEL 045 (671) 2248 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        87

 

横浜市調達公告第 41 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   覆土材（切砕 約 6,040 立方メートル及び再生路盤材 約 1,500 立方メートル）の購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

   泉区池の谷 3949 番地の１ 

      横浜市資源循環局神明台処分地   

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

覆土材（切砕 約 6,040 立方メートル及び再生路盤材 約 1,500 立方メートル）の購入 

   平成 22 年 7 月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「骨材・セメン

ト」に登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
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横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

下田 電話 045 (671) 2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

  覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒245-0001 泉区池の谷 3949 番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部神明台処分地管理事務所 

電話 045(364)1686（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 22 年３月 16 日午前 11 時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午前 11 時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        89

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 6,040 ㎥ of Unscreened Crushed Stone 

and 1,500 ㎥ of Recycled Base Course Materials   

 (2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

045 (671) 2249  
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横浜市調達公告第 42 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

            横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   コピー用紙Ａ４ 約 14,000 箱の購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 22 年４月５日から平成 22 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

   入札説明書による。 

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   コピー用紙Ａ４ 約 14,000 箱の購入  

平成 22 年４月 

(7) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(8) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「用紙」に登録が

認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

  イ 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  

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      
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横内 電話 045 (671) 2248（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

  覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

横浜市会計室審査課 

電話 045(671)2983（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

       平成 22 年３月 16 日午後１時 10 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午後１時 10 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       
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11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 14,000 case of A4 Size Copy Paper 

(2) Deadline for the tender: 1:10 p.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

    Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 43 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月２日 

               契約事務受任者 

           横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆  

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

  ア 寝具Ａ 一式の借入 

  イ 寝具Ｂ 一式の借入 

  ウ 寝具Ｃ 一式の借入 

  エ 寝具Ｄ 一式の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

  第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 借入場所 

第１号アからエまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  ア 横浜市鶴見消防署ほか 32 か所（詳細は、入札説明書による。） 

  イ 横浜市神奈川消防署ほか 15 か所（詳細は、入札説明書による。） 

  ウ 横浜市旭消防署ほか 24 か所（詳細は、入札説明書による。） 

  エ 横浜市中消防署ほか 25 か所（詳細は、入札説明書による。） 

  (5) 入札方法 

   この入札は、第 1号アからエまでに掲げる物品ごとに入札に付し、第３号に掲げる期間における賃借

料の総価により行う。 

(6) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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「寝具賃貸」に登

録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 12 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指

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

 (4) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 当該借入物品又はこれと同等の物品の賃貸借契約実績を有する者 

  イ 当該借入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 

３ 入札参加の手続                                                

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法                                     

入札説明書による。                                     

 (2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで                               
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 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先                               

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

松永 電話 045 (671) 2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

 入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。                 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

  覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成 22 年２月 25 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 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市安全管理局総務部総務課 

電話 045(334)6519（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

平成 22 年３月 11 日から平成 22 年３月 15 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 22 年３月 16 日午前 11 時 20 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 15 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 22 年３月 16 日午前 11 時 20 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

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

効な入札を行った者を落札者とする。                         

10 入札保証金及び契約保証金                                   

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

① Lease of Bedclothes A 

② Lease of Bedclothes B 

③ Lease of Bedclothes C 

④ Lease of Bedclothes D 

(2) Deadline for the tender:11:20 a.m., 16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

     Coordination Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

     045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第44号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成22年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    本市施設産業廃棄物処分業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成22年４月１日から平成23年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

受託者処理施設 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号に掲げる期間の概算数量の総価により行う。 

(6) その他 

本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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「廃棄物処理」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成22年２月12日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

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

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

廃棄物処分業の許可を受けている者であること。 

(5) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出方法 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成22年２月12日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

田島 電話 045(671)2227（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。
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）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成22年２月25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 

横浜市資源循環局３Ｒ推進部事業系対策課（松村ビル６階） 

電話 045 (671) 2507（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

(1) 入札方法及び入札期間等 

入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成22年３月11日から平成22年３月15日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成22年３月16日午後３時30分 

 (ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成22年３月15日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと 

 (2) 開札予定日時 

平成22年３月16日午後３時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指

定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届

けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出していないもの

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者によ

り当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範

囲内の価格をもって入札した他の者のうち、 低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある

。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 
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(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Disposal (including recycling) of industrial waste for 

  facilities of City of Yokohama, 1 set 

(2) Deadline for the tender: 3:30 p.m., 16 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Administrative Management and 

Coordination Bureau，City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, 

TEL 045(671)2227  
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横浜市調達公告第 45 号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成22年２月２日 

                                                契約事務受任者 

                             横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

横浜市中央卸売市場食肉市場汚水処理施設運転管理委託 一式 

(2) 業務内容 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

ア 履行期間（平成22年度分） 

 平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

イ 総履行期間 

 平成 22 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで 

 （地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

(4) 履行場所 

鶴見区大黒町３番 53 号 

横浜市中央卸売市場食肉市場（詳細は、入札説明書による。） 

(5）入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間の総価により行う。 

(6) その他 

本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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「施設運転管理・

保守」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成22年２月12日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

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

１年間以上の運転保守管理実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成22年２月12日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

水谷 電話 045（671）2250（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 
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入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

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２月２日から平成22年２月25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 

〒230-0053 鶴見区大黒町３番 53 号  

横浜市経済観光局中央卸売市場食肉市場運営課 

電話 045（511）0447（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札期間等 

入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 入札期間 

平成22年３月11日から平成22年３月15日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成22年３月16日午後３時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成22年３月15日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

平成22年３月16日午後３時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において

指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に

届けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により

当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲

内の価格をもって入札した他の者のうち、 低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        101

 いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

ア この契約は、落札者決定後契約書を交換し、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ときに、平成 22 年４月１日をもって確定するものとする。 

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又

は削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Operation and Maintenance of the Sewage Treatment Plant of 

Yokohama City Wholesale Meat Maket,1Set 

 (2) Deadline for the tender: 3:00p.m.,16 March,2010 

(3) Contact point for the notice: Second Contract  Division, Administrative Management and 

Coordination Bureau ， City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017,TEL 

045(671)2250 
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横浜市調達公告第46号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「蒸気土壌消毒機（丸文製作所） １基ほか 同等品可」ほか147件の契約について、一般

競争入札を行う。 

平成 22 年２月２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 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(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



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        103

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 ０９２１０２０４６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
蒸気土壌消毒機（丸文製作所） １基ほか 同等品可 

納入／履行場所 
環境創造局環境活動支援センター 

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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 環境創造局環境活動支援センター 電話 ０４５－７１１－０６３５ 

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 ０９２１２２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
物置（ヨドコウ） ４個ほか 同等品可 

納入／履行場所 
地球温暖化対策事業本部が指定する場所 

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 雑貨 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課 電話 ０４５－６７１－２６２３ 

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 ０９２２０２０８０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「ごみと資源物の分け方・出し方」リーフレット ５００，０００部の印刷 

納入／履行場所 
資源循環局業務課ほか３８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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１５ 

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 ０９２２０２０８０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小学生Ｇ３０学習副読本（平成２２年度版） ３８，２００冊の印刷 

納入／履行場所 
委託業者ほか１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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 資源循環局減量・美化推進課 電話 ０４５－６７１－２５４９ 

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 ０９２２０２０８０５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
産業廃棄物管理票（産廃ルート回収用）Ａブロック用 ３０，２８０部ほかの印刷 

納入／履行場所 
委託業者（市内）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２４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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 資源循環局事業系対策課 電話 ０４５－６７１－２５０７ 

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 ０９２５０２０２６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デスクトップ型パソコン（Ｏｆｆｉｃｅ有り、ＩＣカードリーダライタ無し） ２８台 

納入／履行場所 
行政運営調整局総務課 

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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 行政運営調整局総務課 電話 ０４５－６７１－２１４９ 

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 ０９２６０２００６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市開港記念会館ステンドグラス修復記念誌 １，５００部の印刷 

納入／履行場所 
市民活力推進局地域施設課ほか１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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 市民活力推進局地域施設課 電話 ０４５－６７１－２０８６ 

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 ０９２７０２００７９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ハマハグカード付きチラシ ４３０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局子育て支援課 

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 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 

見本等はなし。 

 

（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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 こども青少年局子育て支援課 電話 ０４５－６７１－４１５７ 

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 ０９２８０２０４３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国民健康保険ガイドブック（平成２２年度第１版） ３１，３００冊の印刷 

納入／履行場所 
鶴見区保険年金課ほか２７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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 健康福祉局保険年金課 電話 ０４５－６７１－２４２１ 

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 ０９２８０２０４３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特定健康診査票 ４，６２０冊の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 健康福祉局保険年金課 電話 ０４５－６７１－４０６７ 

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 ０９２８０３００９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
資材倉庫の資材移転委託 

納入／履行場所 
中区新山下三丁目５番１２０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 貨物運送 

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当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）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 健康福祉局障害企画課 電話 ０４５－６７１－３５６０ 

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 ０９３９０２０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
到達確認書（他市町村用） ９７，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
鶴見区戸籍課ほか 

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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 磯子区戸籍課 電話 ０４５－７５０－２３４１ 

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 ０９５５０２００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
クラッカー １７５，０００食 

納入／履行場所 
横浜市立市場小学校 ほか４７０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 食料品・記念品 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 安全管理局危機管理課 電話 ０４５－６７１－３４５６ 

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７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        118

契約番号 ０９７１０２０４８４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
自動手指消毒器（テラモト） ９５３個ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市立末吉小学校ほか３３５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 厨房・浴槽機器類 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 教育委員会事務局健康教育課 電話 ０４５－６７１－４１４７ 

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 ０９７１０２０５３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書中学校版（古典編・話す聞く編）横浜市版（光村図書） １０本ほか

（Ａ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立市場中学校ほか３３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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 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 ０９７１０２０５３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書中学校版（古典編・話す聞く編）横浜市版（光村図書） ９本ほか（Ｂ）

製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立岩崎中学校ほか３１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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 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 ０９７１０２０５３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書中学校版（古典編・話す聞く編）横浜市版（光村図書） １７本ほか

（Ｃ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立港南中学校ほか４３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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 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 ０９７１０２０５３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書中学校版（古典編・話す聞く編）横浜市版（光村図書） １１本ほか

（Ｄ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立城郷中学校ほか３３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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 ０９７１０２０５３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書小学校版（低学年用）横浜市版（光村図書） ３０本ほか（Ａ） 製品指

定 

納入／履行場所 
横浜市立末吉小学校ほか５３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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 ０９７１０２０５３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書小学校版（低学年用）横浜市版（光村図書） ３４本ほか（Ｂ） 製品指

定 

納入／履行場所 
横浜市立星川小学校ほか７５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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 ０９７１０２０５４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書小学校版（低学年用）横浜市版（光村図書） ４５本ほか（Ｃ） 製品指

定 

納入／履行場所 
横浜市立日野小学校ほか８０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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 ０９７１０２０５４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小学校算数シュミレーションＶｅｒ３（４年）（東京書籍） ７６本ほか（Ａ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立日野小学校ほか９４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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 ０９７１０２０５４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小学校算数シュミレーションＶｅｒ３（４年）（東京書籍） ５８本ほか（Ｂ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立日吉台小学校ほか８７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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 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 ０９７１０２０５４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新しい社会デジタル掛図Ｖｅｒ．２（３・４年）（東京書籍） １９本ほか（Ａ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立東台小学校ほか４８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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 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 ０９７１０２０５４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新しい社会デジタル掛図Ｖｅｒ．２（３・４年）（東京書籍） ２２本ほか（Ｂ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立保土ケ谷小学校ほか５５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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 ０９７１０２０５４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新しい社会デジタル掛図Ｖｅｒ．２（３・４年）（東京書籍） ２３本ほか（Ｃ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立日野小学校ほか６３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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 ０９７１０２０５４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新しい社会デジタル掛図Ｖｅｒ．２（３・４年）（東京書籍） １８本ほか（Ｄ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立日吉台小学校ほか５９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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 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 ０９７１０２０５４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小学校理科デジタル掛図Ｖｅｒ．２（３年）（東京書籍） １０本ほか（Ａ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立末吉小学校ほか３８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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 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 ０９７１０２０５５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小学校理科デジタル掛図Ｖｅｒ．２（３年）（東京書籍） ９本ほか（Ｂ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立星川小学校ほか４４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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 ０９７１０２０５５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小学校理科デジタル掛図Ｖｅｒ．２（３年）（東京書籍） １２本ほか（Ｃ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立永野小学校ほか５１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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 ０９７１０２０５５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小学校理科デジタル掛図Ｖｅｒ２．（３年）（東京書籍） １３本ほか（Ｄ） 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市立新田小学校ほか５６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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 ０９７１０２０５５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書小学校版（低学年用）横浜市版（光村図書） ４本ほか（Ｅ） 製品指定

納入／履行場所 
横浜市立盲特別支援学校ほか３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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 ０９７１０２０５５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平成２２年度横浜市公立学校教員採用案内 ２０，０００部ほかの印刷 

納入／履行場所 
教育員会事務局教職員人事課 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 教育委員会事務局教職員人事課 電話 ０４５－６７１－３２４６ 

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 ０９７１０２０５５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
サーバ（タワー型）（Ｄｅｌｌ） ２台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市立洋光台第一中学校ほか１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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 ０９７１０２０５６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国語デジタル教科書小学校版（低学年）横浜市版（光村図書） ３７本ほか（Ｄ） 製品指定

納入／履行場所 
横浜市立日吉台小学校ほか５７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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        140

契約番号 ０９７１０２０５７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
サーバ（ラック型）（富士通） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市立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 契約締結の日から平成２２年 ３月２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 ０９７１０２０５７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
両袖机（イトーキ） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市特別支援教育総合センターほか３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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 教育委員会事務局総務課 電話 ０４５－６７１－４２３８ 

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 ０９７１０２０５８０ 

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 
横浜市立末吉小学校ほか６０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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ３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 

入札不成立により再度の発注を行う。 

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 ０９７１０２０５８１ 

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 
横浜市立星川小学校ほか６７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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ３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 

入札不成立により再度の発注を行う。 

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 ０９７１０２０５８２ 

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 
横浜市立日野小学校ほか１０４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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 

入札不成立により再度の発注を行う。 

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 ０９７１０２０５８３ 

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 
横浜市立日吉台小学校ほか９３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２５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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 ２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 

入札不成立により再度の発注を行う。 

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 ０９７１０５０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス（いすゞ） １台の売払 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から１４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：中古自動車】 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 

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 教育委員会事務局特別支援教育課 電話 ０４５－６７１－３９５１ 

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 ０９７１０５０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス（日産） １台の売払 

納入／履行場所 
交通局滝頭営業所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から１４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：中古自動車】 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 

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 教育委員会事務局特別支援教育課 電話 ０４５－６７１－３９５１ 

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 ０９７２０２００９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「あと５年」 ３２，７００冊の印刷 

納入／履行場所 
委託業者ほか１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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 選挙管理委員会事務局選挙課 電話 ０４５－６７１－３３３５ 

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 １０１２０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
野毛ちかみち警備・管理委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目地先 野毛ちかみち 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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時０５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 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二課 
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契約番号 １０１２０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新横浜駅前立体横断施設昇降機監視委託 

納入／履行場所 
新横浜駅前（港北区新横浜２丁目地内） 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）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 

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 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二課 
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契約番号 １０１２０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
東戸塚駅昇降機監視委託 

納入／履行場所 
東戸塚駅連絡通路 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時０５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 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二課 
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契約番号 １０１２０４０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デスクトップパソコン ２５台ほかの借入 

納入／履行場所 
道路局建設課 

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 - 

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３月３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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）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 

※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 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５２１ 

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 １０１２０４０００１ 

件名 
デスクトップパソコン ２５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２月１２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２月１６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２月１２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２２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。 

３．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。 

 

 

 

 

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 １０１２０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路管理システム端末機用デスクトップパソコン １８台ほかの借入 

納入／履行場所 
鶴見区鶴見土木事務所 ほか１７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２７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 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３月３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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）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 

※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 道路局管理課 電話 ０４５－６７１－３５２５ 

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 １０１２０４０００２ 

件名 
道路管理システム端末機用デスクトップパソコン 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２月１２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２月１６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２月１２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２２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。 

３．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。 

 

 

 

 

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 １０１４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下ふ頭トイレ及び１０号上屋休憩所清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番地１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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 港湾局南部管理課 電話 ０４５－６８１－８０９０ 

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 １０１４０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
赤レンガパーク等新港地区緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
赤レンガパークほか 

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 - 

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：Ａ】 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 港湾局北部管理課 電話 ０４５－２１１－２３０１ 

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 １０１４０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭門衛業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭内 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）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 港湾局北部管理課 電話 ０４５－５０６－６７７０ 

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 １０１４０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭及び出田町ふ頭における制限区域等の警備委託 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②港湾運送事業法第２２条の２に規定する港湾運送関連事業（同法第２条第３項第２号に 

定める港湾においてする船積貨物の警備）の届出がなされている者。 

③「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づいて定められる 

制限区域の警備業務について平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履 

行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績等申告書（ＳＯＬＡＳ警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時１５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 港湾局北部管理課 電話 ０４５－５０６－６７７０ 

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 １０１４０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下ふ頭、本牧ふ頭、本牧新建材ふ頭及び金沢木材ふ頭制限区域警備委託 

納入／履行場所 
中区山下ふ頭ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②港湾運送事業法第２２条の２に規定する港湾運送関連事業（同法第２条第３項第２号に 

定める港湾においてする船積貨物の警備）の届出がなされている者 

③「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づいて定められる 

制限区域の警備業務について平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履 

行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む）を有する者。 

提出書類 

履行実績等申告書（ＳＯＬＡＳ警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）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 

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 １０１４０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜港公共ふ頭における制限区域等の監視及び巡視業務委託 

納入／履行場所 
中区本牧ふ頭ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②港湾運送事業法第２２条の２に規定する港湾運送関連事業（同法第２条第３項第２号に 

定める港湾においてする船積貨物の警備）の届出がなされている者。 

③「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づいて定められる 

制限区域の警備業務について平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履 

行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績等申告書（ＳＯＬＡＳ警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）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 港湾局北部管理課 電話 ０４５－５０６－６７７０ 

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 １０１４０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下ふ頭門衛業務委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番の１ 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時１５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 ０４５－６８１－８０９０ 

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 １０１４０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大さん橋ふ頭における制限区域等の警備委託 

納入／履行場所 
中区海岸通１丁目１番 

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 警備業務 

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位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②港湾運送事業法第２２条の２に規定する港湾運送関連事業（同法第２条第３項第２号に 

定める港湾においてする船積貨物の警備）の届出がなされている者 

③「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」に基づいて定められる 

制限区域の警備業務について平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履 

行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績等申告書（ＳＯＬＡＳ警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時２５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案件です。 

発注担当課 港湾局北部管理課 電話 ０４５－２１１－２３０１ 

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 １０１４０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
汽車道等警備管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港二丁目ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履行した実績（平成２２年 

３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時３０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 港湾局北部管理課 電話 ０４５－２１１－２３０１ 

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 １０１４０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭先端緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭２０番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年１２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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時３５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 

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 港湾局北部管理課 電話 ０４５－５０６－６７７０ 

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 １０２１０２００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
夏用作業服Ｂ２（女性上衣） １７着ほかの製造 

納入／履行場所 
環境創造局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ５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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）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 

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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

発注担当課 環境創造局総務課 電話 ０４５－６７１－２６２０ 

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 １０２１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センターほか６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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 １０２１０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
設備課工事事務所・下水道建設事務所（北部）清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局設備課工事事務所ほか 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 環境創造局下水道建設事務所 電話 ０４５－３３７－３０１０ 

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７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        169

契約番号 １０２１０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
下水道建設事務所（南部）清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局下水道建設事務所（南部） 

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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 環境創造局下水道建設事務所 電話 ０４５－８７１－４４７１ 

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 １０２１０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園内便所清掃委託 

納入／履行場所 
山下公園 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－６７１－３６４８ 

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 １０２１０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園他８公園公衆便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
三ツ沢公園ほか８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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 １０２１０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園球技場清掃業務委託 

納入／履行場所 
三ツ沢公園球技場 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 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 １０２１０３０１４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
河川・海域水質調査 

納入／履行場所 
横浜市域河川・海域 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

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当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。③計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②計量証明事業登録証の写し 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時３０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 環境創造局環境管理課 電話 ０４５－６７１－３５０７ 

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 １０２１０３０１４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市生活型臭気測定委託 

納入／履行場所 
横浜市内 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

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当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。③計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②計量証明事業登録証の写し 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２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 

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 環境創造局規制指導課 電話 ０４５－６７１－２４８６ 

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 １０２１０３０１４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
焼却施設解体工事大気モニタリング業務委託 

納入／履行場所 
横浜市内 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

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当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。③計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②計量証明事業登録証の写し 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 環境創造局規制指導課 電話 ０４５－６７１－３８４３ 

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 １０２１０３０１４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市生活型騒音等測定委託 

納入／履行場所 
横浜市内 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

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当該業務又はこれと同種の業務実績 

を有する者。③計量証明事業（音圧レベル及び振動加速度レベル）の登録を受けている者 

。 

提出書類 

①委託業務経歴書②計量証明事業登録証の写し 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２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 

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 環境創造局規制指導課 電話 ０４５－６７１－２４８３ 

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 １０２１０３０１５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ダイオキシン類試料等採取業務 

納入／履行場所 
神奈川区総合庁舎ほか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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

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位までに登録があること。②当該業務又はこれと 

同種の業務実績を有する者。③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者 

。 

提出書類 

①委託業務経歴書②計量証明事業登録証の写し 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時３０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 環境創造局環境管理課 電話 ０４５－６７１－３５０７ 

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 １０２１０３０１５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園フランス山地区巡回警備業務委託 

納入／履行場所 
港の見える丘公園 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時３５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 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－６７１－３６４８ 

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 １０２１０３０１５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 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 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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 環境創造局北部第一水再生センター 電話 ０４５－５７２－２２８１ 

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７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        180

契約番号 １０２１０３０１５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局保土ケ谷ポンプ場ほか４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１１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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 環境創造局神奈川水再生センター 電話 ０４５－４５３－２６４１ 

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 １０２１０３０１５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川水再生センタ－緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センター 

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１１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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 環境創造局神奈川水再生センター 電話 ０４５－４５３－２６４１ 

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 １０２１０３０１５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川向ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局川向ポンプ場ほか３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 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 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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 １０２２０２００７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
夏用作業服ＳＢ上衣 ２，３４０着ほかの製造 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか２１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ６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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）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 

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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

発注担当課 資源循環局職員課 電話 ０４５－６７１－２５０８ 

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 １０２２０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（緑区・青葉区・都筑区） 

納入／履行場所 
長津田駅前公衆トイレほか１２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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時２０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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５５５ 

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 １０２２０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（港南区・戸塚区・栄区） 

納入／履行場所 
上永谷駅前公衆トイレほか８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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時２０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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５５５ 

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 １０２２０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（西区１・中区１・南区） 

納入／履行場所 
久保山公衆トイレほか１２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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時２０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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５５５ 

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 １０２２０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（中区２） 

納入／履行場所 
西の橋公衆トイレほか１１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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時２０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 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５５５ 

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 １０２２０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（西区２・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区） 

納入／履行場所 
西平沼橋公衆トイレほか１３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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時２０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 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５５５ 

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 １０２２０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道清掃等に係る産業廃棄物処分委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

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 廃棄物処理 

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当該業務又はこれと同種の業務の実 

績を有する者。③産業廃棄物処分業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び 

陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②産業廃棄物処分業許可証の写し 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時１０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 資源循環局減量・美化推進課 電話 ０４５－６７１－２５４９ 

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 １０２２０３００７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
オイルトラップ汚泥処理委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設（詳細は設計図書のとおり） 

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 廃棄物処理 

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当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業（汚泥及び廃油）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し  

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時２５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 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－２５５７ 

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 １０２２０３０１２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区品濃町 終処分場に係る分析委託 

納入／履行場所 
戸塚区品濃町１６２２番２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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

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位までに登録があること。②当該業務又はこれと 

同種の業務実績を有する者。③計量証明事業（濃度・特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②計量証明事業登録証の写し 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時３０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 

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 資源循環局産業廃棄物対策課 電話 ０４５－６７１－３８１１ 

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 １０２５０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保育・指導員服上衣（冬） ４５０着ほかの製造 

納入／履行場所 
行政運営調整局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ９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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時４５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 

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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

発注担当課 行政運営調整局職員健康課 電話 ０４５－６７１－３９１５ 

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 １０２５０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服Ｂ上衣（夏） ２１４着ほかの製造 

納入／履行場所 
行政運営調整局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ７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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

発注担当課 行政運営調整局職員健康課 電話 ０４５－６７１－３９１５ 

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 １０２５０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服Ａ上衣半袖（夏） ２０３着ほかの製造 

納入／履行場所 
行政運営調整局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ７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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

発注担当課 行政運営調整局職員健康課 電話 ０４５－６７１－３９１５ 

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 １０２５０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
窓口作業服 １，５１３着ほかの製造 

納入／履行場所 
行政運営調整局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ７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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

発注担当課 行政運営調整局職員健康課 電話 ０４５－６７１－３９１５ 

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 １０２５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市庁舎床面等清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａ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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 

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 行政運営調整局総務課 電話 ０４５－６７１－２０８３ 

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 １０２５０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市庁舎休日・夜間警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２７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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：機械警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「Ｂ：機械警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第５項に規定する機械警備業務を平成１７年４月１日以降に元請として 

１年以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時２５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 行政運営調整局総務課 電話 ０４５－６７１－２０８３ 

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 １０２７０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部児童相談所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市西部児童相談所 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 こども青少年局西部児童相談所 電話 ０４５－３３１－６９９９ 

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 １０２７０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三春学園庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市三春学園 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 こども青少年局三春学園 電話 ０４５－７７１－２２５８ 

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 １０２７０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時３０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 １０２７０３００１０ 

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警備業務委託 

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 警備業務 

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位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時３５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案件です。 

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 １０２８０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
名瀬ホーム電気・機械設備保守管理委託 

納入／履行場所 
横浜市名瀬ホーム 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 健康福祉局名瀬ホーム 電話 ０４５－８１１－７３３１ 

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 １０２８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部斎場定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市北部斎場 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－９２１－５７００ 

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 １０２８０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
松風学園庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市松風学園 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 健康福祉局松風学園 電話 ０４５－８０２－０４４１ 

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 １０２８０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
松風学園庁舎設備管理委託 

納入／履行場所 
横浜市松風学園 

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５，０００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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 健康福祉局松風学園 電話 ０４５－８０２－０４４１ 

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 １０２８０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寿福祉プラザ警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市寿福祉プラザ 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）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 健康福祉局保護課 電話 ０４５－６７１－２４２５ 

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 １０２９０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場管理庁舎等清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場本場 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 経済観光局運営調整課 電話 ０４５－４５９－３３２３ 

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 １０２９０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場汚泥処理委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

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 廃棄物処理 

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位までに登録があること。②当該業務又はこれと 

同種の業務の実績を有する者。③産業廃棄物処分業許可（汚泥）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時０５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 経済観光局運営課 電話 ０４５－５１１－０４４５ 

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 １０２９０４０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
フーリエ変換赤外分光光度計 １台の借入  

納入／履行場所 
横浜市工業技術支援センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２９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 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３月３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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）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 

※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 経済観光局ものづくり支援課 電話 ０４５－７８８－９００４ 

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 １０２９０４０００１ 

件名 
フーリエ変換赤外分光光度計 １台の借入  

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２月１２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２月１６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２月１２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２２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。 

３．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。 

 

 

 

 

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 １０３１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区鶴見土木事務所 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６６９ 

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 １０３３０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区掃部山公園他８公園公衆便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
西区掃部山公園ほか８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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 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 １０３４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市開港記念会館（中公会堂）清掃・設備管理委託 

納入／履行場所 
横浜市開港記念会館 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 

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 中区地域振興課 電話 ０４５－２２４－８１３７ 

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 １０３４０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
中区中土木事務所 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

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 １０３４０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区庁舎窓口案内・警備業務委託 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時４５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 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 １０３６０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
港南区上永谷５丁目１番地先から７番地先までほか 

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 - 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 

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 １０３７０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 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 １０３７０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区仏向町１５２５番地から１５５２番地先までほか４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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 １０３７０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区内遊水池維持管理委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区上菅田町８６８番地ほか６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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 １０３８０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
旭区矢指町１２９９番地から１８１３番地先までほか６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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６ 

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 １０３８０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭土木管内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
旭土木管内 

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 - 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６ 

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 １０３８０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区内遊水池維持管理委託 

納入／履行場所 
旭区若葉台３－１－３番地先ほか１６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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６ 

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 １０４００３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内親水水路・遊水池維持管理委託 

納入／履行場所 
金沢区六浦町２０７３番地ほか１４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 - 

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：Ａ】 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 ０４５－７８１－２５１５ 

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 １０４１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
港北区港北土木事務所 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

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 １０４２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
緑区霧が丘一丁目１番ほか２２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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

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 １０４２０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
緑区新治町地内ほか 

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 - 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

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 １０４２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
緑区新治町８５５番地先から１０００番地先までほか４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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ３時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

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 １０４３０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区内南西部方面雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
青葉区鴨志町８１６番地先ほか２４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 - 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

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 １０４４０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑土木管内遊水池ほか維持管理委託 

納入／履行場所 
都筑区東方町１，３０８番地先ほか１５か所（遊水池管理）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 - 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ３時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

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 １０４４０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
都筑区池辺町２，０４６番地先から３，７１９番地先まで 

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２５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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

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 １０４５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区公園内便所清掃委託 

納入／履行場所 
川上公園ほか１３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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

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 １０４５０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区総合庁舎駐車場管理業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区総合庁舎 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履行した実績（平成２２年 

３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時５０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 戸塚区総務課 電話 ０４５－８６６－８３０６ 

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 １０４５０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚土木管内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
戸塚区舞岡町７７５番地先ほか６ヶ所 

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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２４ 

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 １０４６０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区土木事務所庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １０４６０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
栄土木管内一円 

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 - 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ３時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １０４７０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区公園内公衆トイレ清掃委託 

納入／履行場所 
いずみ台公園ほか１６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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３２ 

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 １０４７０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区内水路緑地管理委託 

納入／履行場所 
泉区日向山緑道ほか 

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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ３時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３６ 

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 １０４８０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区内河川環境施設管理委託（その１） 

納入／履行場所 
瀬谷土木管内一円 

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 - 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ３時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

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７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        239

契約番号 １０７１０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央図書館図書（新刊見計らい） １８，０００冊（概算） 

納入／履行場所 
教育委員会事務局中央図書館調査資料課 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 図書 

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当該物品に係る納入実績を有する者 

②当該物品に係る取次会社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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １５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 教育委員会事務局調査資料課 電話 ０４５－２６２－７３３６ 

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 １０７１０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央図書館図書（新刊確保） １９，５００冊（概算） 

納入／履行場所 
教育委員会事務局中央図書館調査資料課 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 図書 

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当該物品に係る納入実績を有する者 

②当該物品に係る取次会社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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １５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 教育委員会事務局調査資料課 電話 ０４５－２６２－７３３６ 

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 １０７１０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立南高等学校 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 

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 １０７１０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
茅ヶ崎東小学校外４校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立茅ヶ崎東小学校ほか４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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 １０７１０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本郷特別支援学校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立本郷特別支援学校 

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。）。 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 １０７１０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川図書館ほか清掃及び環境衛生管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市神奈川図書館ほか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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 教育委員会事務局企画運営課 電話 ０４５－２６２－７３３４ 

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 １０７１０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭図書館ほか清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市旭図書館ほか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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 教育委員会事務局企画運営課 電話 ０４５－２６２－７３３４ 

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 １０７１０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南図書館ほか清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市南図書館ほか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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂ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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 教育委員会事務局企画運営課 電話 ０４５－２６２－７３３４ 

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 １０７１０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見図書館・障害者通所授産施設（旧）設備管理及び清掃等業務委託 

納入／履行場所 
横浜市鶴見図書館ほか 

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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２２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 

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 教育委員会事務局鶴見図書館 電話 ０４５－５０２－４４００ 

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 １０７１０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
教育文化センター警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市教育文化センター 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時０５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 教育委員会事務局研究研修指導課 電話 ０４５－６７１－３７００ 

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 １０７１０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央図書館 警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時００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 教育委員会事務局企画運営課 電話 ０４５－２６２－７３３４ 

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 １０７１０４０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
早渕中学校教育用コンピュータ 一式の借入 

納入／履行場所 
横浜市立早渕中学校（都筑区早渕二丁目４番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２７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 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３月３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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）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 

※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 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 １０７１０４０００１ 

件名 
早渕中学校教育用コンピュータ 一式の借入 

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２月１２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２月１６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２月１２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２２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。 

３．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。 

 

 

 

 

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 １０７１０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デジタルマイクロリーダープリンター 一式の借入 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２７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 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３月３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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時３０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 

※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 教育委員会事務局調査資料課 電話 ０４５－２６２－７３３８ 

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 １０７１０４０００２ 

件名 
デジタルマイクロリーダープリンター 一式の借入 

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２月１２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２月１６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２月１２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２２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。 

３．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。 

 

 

 

 

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 １０７１０４０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン ３８台の借入 

納入／履行場所 
教育委員会事務局が指定する場所（都筑区内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２７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 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３月３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 ２月１８日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時３０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 

※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 教育委員会事務局総務課 電話 ０４５－６７１－４２３８ 

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 １０７１０４０００３ 

件名 
ノートパソコン ３８台の借入 

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２月１２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２月１６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２月１２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２２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。 

３．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。 

 

 

 

 

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 ０９５５０２００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水の缶詰 １３８，０００本（合併案件その２） 

納入／履行場所 
横浜市立鶴見小学校 ほか１１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 食料品・記念品 

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．上記の営業種目に登録があること。 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 

本案件は契約番号０９５２０２０５８６番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

発注担当課 安全管理局危機管理課 電話 ０４５－６７１－３４５６ 

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 １０２５０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業帽（メッシュなし） １，２７２個ほかの製造（合併案件その１） 

納入／履行場所 
行政運営調整局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ７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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 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 行政運営調整局職員健康課 電話 ０４５－６７１－２０７０ 

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 １０２５０２０００５ 

件名 
作業帽（メッシュなし） １，２７２個ほかの製造（合併案件その１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．本案件は契約番号１０２１０２００４７番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

３．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １０２１０２００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業帽（メッシュなし） ７５着ほかの製造（合併案件その２）  

納入／履行場所 
環境創造局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ５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 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

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 ３月 １日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 ２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 ２日（火）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 

※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 環境創造局総務課 電話 ０４５－６７１－２６２０ 

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 １０２１０２００４７ 

件名 
作業帽（メッシュなし） ７５着ほかの製造（合併案件その２）  

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．本案件は契約番号０９２５０２０００５番の契約と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０９２５０２０００５番に記載する。 

３．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２２日の午後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。 

その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提出書 

類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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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横浜市調達公告第 47 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                            契約事務受任者 

横浜市行政運営調整局長 鈴 木   隆 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市庁舎で使用する電力 約 3,017,400 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   中区港町１丁目１番地 

   横浜市庁舎 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局総務部総務課（横浜市庁舎３階） 

岩瀬 電話 045(671)2083（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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   横浜市行政運営調整局ホームページの「一般競争入札」からダウンロード可能。 

   （http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/soumu/keiri/ippan/） 

(1) 貸出期間 

平成 22 年２月２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 

横浜市行政運営調整局総務部総務課（横浜市庁舎３階 ） 

電話 045(671)2083（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後１時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局会議室（横浜市庁舎３階 ） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 3,017,400kwh of electricity consumed 

   by Yokohama City Hall 

  (2) Date of tender: 1：00p.m.,17 March,2010 

(3) Contact point for the notice: General affairs Division，Administrative Management and  

   Coordination Bureau, City of Yokohama,1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 

   045(671)2083 
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横浜市調達公告第 48 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市健康福祉局長 立 花 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

横浜市北部斎場で使用する電力 約 2,256,000 キロワットアワーの供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

(4) 供給場所 

緑区長津田町 5125 番地の１ 

横浜市北部斎場 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先  

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（尾上町ビル６階） 

加藤 電話 045(671)2450（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。  

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課ホームページからダウンロード可能。 

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

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２月２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 

横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（尾上町ビル６階） 

電話 045(671)2450（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 19 日午後１時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

７Ｓ会議室（横浜市庁舎７階） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 18 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,256,000 kWh of electricity 

  consumed by Yokohama City Northern District Crematory and Funeral Center 

(2) Date of tender: 1:00 p.m., 19 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Cemetery and Funeral Facilities Division, Health and Social 

  Welfare Bureau，City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

   045(671)2450 
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横浜市調達公告第 49 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市健康福祉局長 立 花 正 人 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

横浜市南部斎場で使用する電力 約 2,011,000 キロワットアワーの供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

(4) 供給場所 

金沢区みず木町１番地 

横浜市南部斎場 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 21 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先  

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（尾上町ビル６階） 

加藤 電話 045(671)2450（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。  

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課ホームページからダウンロード可能。 

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

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２月２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 

横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（尾上町ビル６階） 

電話 045(671)2450（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 19 日午後１時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

７Ｓ会議室（横浜市庁舎７階） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 18 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,011,000 kWh of electricity 

  consumed by Yokohama City Southern District Crematory and Funeral Center 

(2) Date of tender: 1:00 p.m., 19 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Cemetery and Funeral Facilities Division, Health and Social 

  Welfare Bureau，City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 

   045(671)2450 
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横浜市調達公告第 50 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局北部第一水再生センター北綱島ポンプ場で使用する電力 約 2,290,000 キロワット 

  アワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所  

港北区日吉六丁目 14 番１号 

横浜市環境創造局北部第一水再生センター北綱島ポンプ場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/hokubu1wtp/） 

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２月２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 

〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号 

横浜市環境創造局施設管理部北部第一水再生センター 

電話 045(572)2281（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後２時 55 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,290,000kWh of electricity consumed  

  by Yokohama City Hokubudaiichi Wastewater Treatment Plant Kitatsunashima Pumping Station 

(2) Date of tender: 2:55p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 51 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局神奈川水再生センター保土ケ谷ポンプ場で使用する電力 約 1,650,000 キロワット 

  アワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   保土ケ谷区天王町２丁目 43 番地 

   横浜市環境創造局神奈川水再生センター保土ケ谷ポンプ場 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/kanagawawtp/） 

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２月２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 

  〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地 

  横浜市環境創造局施設管理部神奈川水再生センター 

  電話 045(453)2641（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後３時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 1,650,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Kanagawa Wastewater Treatment Plant Hodogaya Pumping Station 

(2) Date of tender: 3:00p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 52 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局南部水再生センター磯子ポンプ場で使用する電力 約 3,030,000 キロワットアワー 

  の供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   磯子区磯子二丁目 29 番 19 号 

   横浜市環境創造局南部水再生センター磯子ポンプ場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/nambuwtp/） 

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２月２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 

  〒235-0017 磯子区新磯子町 39 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部南部水再生センター 

  電話 045(761)5251（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後３時５分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 3,030,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Nambu Wastewater Treatment Plant Isogo Pumping Station 

(2) Date of tender: 3:05p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 53 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局金沢水再生センター金沢ポンプ場で使用する電力 約 1,770,000 キロワットアワー 

  の供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   金沢区海の公園８番地 

   横浜市環境創造局金沢水再生センター金沢ポンプ場 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/kanazawawtp/） 

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２月２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 

  〒236-0003 金沢区幸浦一丁目 17 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部金沢水再生センター 

  電話 045(773)3096（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後３時 10 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 1,770,000kWh of electricity consumed  

  by Yokohama City Kanazawa Wastewater Treatment Plant Kanazawa Pumping Station  

(2) Date of tender: 3:10p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 54 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局栄第二水再生センター戸塚ポンプ場で使用する電力 約 1,300,000 キロワットアワ 

  ーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   戸塚区戸塚町 127 番地 

   横浜市環境創造局栄第二水再生センター戸塚ポンプ場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局施設管理部水再生施設管理課（関内中央ビル７階） 

木幡、小林 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/kouji/wto/sakae2wtp/） 

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２月２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 

  〒244-0841 栄区長沼町 82 番地 

  横浜市環境創造局施設管理部栄第二水再生センター 

  電話 045(861)3011（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午後３時 15 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル６階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 1,300,000kWh of electricity consumed  

  by Yokohama City Sakaedaini Wastewater Treatment Plant Totsuka Pumping Station 

(2) Date of tender: 3:15p.m. , 17 March 2010 

(3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management Division, 

  Environmental Planning Bureau，City of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, 

  TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第 55 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市資源循環局長 早 渕 直 樹 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

資源循環局保土ケ谷工場で使用する電力 約 5,140,540 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

保土ケ谷区狩場町355番地 

横浜市資源循環局保土ケ谷工場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

  (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。        

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場   

奥田 電話 045(784)9711（代表） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲 

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 
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 横浜市資源循環局ＷＴＯ政府調達協定対象の契約ホームページからダウンロード可能。 

 ホームページアドレス http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/wto/ 

 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２月２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 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場  

電話 045(784)9711（代表） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等    

平成 22 年３月 18 日午後２時 10 分 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場  

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 17 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、落札決定日以降に資源循環局長が契約の相手方とともに契約書に記名押印したときに

確定し、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に定める長期継続契約とするものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Electricity to use in Hodogaya Incineration Plant 

(2) Date of tender: 2：10 p.m., 18 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Kanazawa Incineration Plant, Resources and Wastes Recycling 

   Bureau，City of Yokohama, 2-7-1 Sachiura, Kanazawa-ku, Yokohama,236-0003, TEL 045(784)9711
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横浜市調達公告第 56 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市資源循環局長 早 渕 直 樹 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

資源循環局旭工場で使用する電力 約 1,128,604 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

旭区白根二丁目８番１号  

横浜市資源循環局旭工場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

  (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

奥田 電話 045(784)9711（代表） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 
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 横浜市資源循環局ＷＴＯ政府調達協定対象の契約ホームページからダウンロード可能。 

 ホームページアドレス http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/wto/ 

 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２月２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 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

電話 045(784)9711（代表） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 18 日午後２時 30 分 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 17 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、落札決定日以降に資源循環局長が契約の相手方とともに契約書に記名押印したときに

確定し、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に定める長期継続契約とするものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract：Electricity to use in Asahi Incineration Plant 

(2) Date of tender： 2:30 p.m., 18 March, 2010 

(3) Contact point for the notice：Kanazawa Incineration Plant, Resources and Wastes Recycling 

   Bureau，City of Yokohama, 2-7-1 Sachiura,Kanazawa-ku Yokohama, 236-0003, TEL 045(784)9711 
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横浜市調達公告第 57 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                              横浜市資源循環局長 早 渕 直 樹 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

      資源循環局都筑工場で使用する電力 約 2,488,249 キロワットアワーの供給 

  (2) 供給内容 

      入札説明書による。 

  (3) 供給期間 

      平成 22 年４月１日から平成 23 年３月31日まで 

  (4) 供給場所 

都筑区平台 27 番 1 号 

横浜市資源循環局都筑工場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の 

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

  (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

奥田 電話 045(784)9711（代表） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 
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 横浜市資源循環局ＷＴＯ政府調達協定対象の契約ホームページからダウンロード可能。 

 ホームページアドレス http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/wto/ 

 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２月２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 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

電話 045(784)9711（代表） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 18 日午後２時 20 分 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地の１ 

横浜市資源循環局適正処理部金沢工場 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 17 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、落札決定日以降に資源循環局長が契約の相手方とともに契約書に記名押印したときに

確定し、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に定める長期継続契約とするものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Electricity to use in Tsuzuki Incineration Plant 

(2) Date of tender: 2：20 p.m., 18 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Kanazawa Incineration Plant, Resources and Wastes Recycling 

   Bureau，City of Yokohama, 2-7-1 Sachiura, Kanazawa-ku, Yokohama, 236-0003, TEL 045(784)9711 
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横浜市調達公告第 58 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                              契約事務受任者 

                               横浜市経済観光局長 渡 辺 巧 教  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市経済観光局中央卸売市場食肉市場で使用する電力 約 3,140,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   鶴見区大黒町３番 53 号 

    横浜市中央卸売市場食肉市場 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒230-0053 鶴見区大黒町３番 53 号 

      横浜市経済観光局中央卸売市場食肉市場運営課 

池田 電話 045(511)0445（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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  横浜市経済観光局ホームページからダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/torikumi/kounyu/） 

  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２月２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 

〒230-0053 鶴見区大黒町３番 53 号 

   横浜市経済観光局中央卸売市場食肉市場運営課 

電話 045(511)0445（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午前 11 時 

 〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

 横浜市経済観光局総務課会議室  （関内駅前第一ビル５階） 

    ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx.3,140,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Central Wholesale Meat Market   

 (2) Date of tender: 11:00 a.m., 17 March，2010 

(3) Contact point for the notice: Central Wholesale Meat Market Operation Division, Economic 

   and Tourism Bureau, City of Yokohama,3-53 Daikoku-cho， Turumi-ku， Yokohama， 230-0053 

   TEL 045(511)0445 
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横浜市調達公告第 59 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市港湾局長 川 口 正 敏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市港湾局出田町ふ頭で使用する電力 約 3,500,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月 1 日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   神奈川区出田町３番地 

   横浜市港湾局出田町ふ頭受電所 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱 (平成18年11月22日制定) 第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0023 中区山下町２番地 

横浜市港湾局総務部経理課（産業貿易センタービル５階） 

鶴岡 電話 045(671)2882（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 
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 横浜市港湾局ホームページからダウンロード可能。 

  (http://www.city.yokohama.jp/me/port/keiyaku/denryoku.html) 

 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２月２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 

〒231-0023 中区山下町２番地 

横浜市港湾局総務部経理課 (産業貿易センタービル５階) 

電話 045(671)2882 (直通) 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午前 10 時 

〒231-0023 中区山下町２番地 

横浜市港湾局入札室(産業貿易センタービル５階) 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 3,500,000kwh of electricity consumed  

   by Yokohama City Detamachi Pier  

(2) Date of tender: 10:00a.m. , 17 March 2010 

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

   City of Yokohama,2 Yamashita-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0023, TEL 045(671)2882  
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横浜市調達公告第 60 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市磯子区長 守 屋   直 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    磯子区総合庁舎で使用する電力 約 2,887,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   磯子区磯子三丁目５番１号 

   横浜市磯子区総合庁舎 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒235－0016 磯子区磯子三丁目５番１号 

横浜市磯子区総務部総務課 

吉立 電話 045(750)2314（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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  横浜市磯子区総務部総務課ホームぺージからダウンロード可能。 

  (http://www.city.yokohama.jp/me/isogo/somu/) 

  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２月２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 

〒235－0016 磯子区磯子三丁目５番１号 

横浜市磯子区総務部総務課（磯子区総合庁舎６階） 

電話 045(750)2314（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午前９時 45 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル５階会議室（市庁舎側） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札  

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx.2,887,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Isogo Ward Office 

(2) Date of tender: 9:45 a.m., 17 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Isogo Word Office, 5-1 

   Isogo3choume，Isogo-ku，Yokohama，235-0016，TEL 045(750)2314 
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横浜市調達公告第 61 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                契約事務受任者 

横浜市青葉区長 細 谷   延 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    青葉区総合庁舎で使用する電力 約 2,110,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

青葉区市ケ尾町 31 番地４ 

横浜市青葉区総合庁舎 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒225-0024 青葉区市ケ尾町 31 番地４ 

横浜市青葉区総務部総務課 

木村 電話 045(978)2228（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        290

横浜市青葉区ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/aoba/）  

 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２月２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 

〒225-0024 青葉区市ケ尾町 31 番地４ 

横浜市青葉区総務部総務課 

電話 045(978)2228（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午前９時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

  関内中央ビル５階会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,110,000kWh of electricity consumed 

  by Yokohama City Aoba Ward Office 

(2) Date of tender: 9:00 a.m., 17 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Aoba Ward Office, 31-4  

 Itigao-cho, Aoba-ku, Yokohama, 225-0024 TEL 045(978)2228 
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横浜市調達公告第62号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

平成22年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市都筑区長 吉  田 哲 夫 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

都筑区総合庁舎で使用する電力  約2,469,000キロワットアワーの供給 

(2) 供給内容 

入札説明書による。 

(3) 供給期間 

平成22年４月１日から平成23年３月31日まで 

(4) 供給場所 

都筑区茅ケ崎中央32番１号 

横浜市都筑区総合庁舎 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格                                                

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

確認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成22年２月12日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱(平成18年11月22日制定)第２条第２項に基づく報告書を提出 

している者であること。   

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成22年２月12日（ただし、実績調書等は平成22年２月18日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32番１号 

横浜市都筑区総務部総務課 

岸川 電話 045(948)2213（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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横浜市都筑区ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/tsuzuki/） 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出を行う。 

(1) 貸出期間 

  平成22年２月２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 

   〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32番１号 

   横浜市都筑区総務部総務課 

   電話 045(948)2213（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  平成22年３月17日午前９時15分  

  〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

  関内中央ビル５階会議室（市庁舎側） 

   ただし、郵送による入札については、平成22年３月16日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に 

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,469,000kWh of electricity consumed 

   by Yokohama City Tsuzuki Ward Office 

(2) Date of tender: 9:15 a.m., 17 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Tsuzuki Ward Office, 32-1 

   Chigasaki Chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0032, TEL 045(948)2213  
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横浜市調達公告第 63 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市泉区長 藤 田 譲 治 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    泉区総合庁舎で使用する電力 約 2,025,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   泉区和泉町 4636 番地の２ 

   横浜市泉区総合庁舎 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒245-0016 泉区和泉町 4636 番地の２ 

横浜市泉区総務部総務課 

田邉 電話 045(800)2314（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 
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  横浜市泉区役所ホームページからダウンロード可能。 

  http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/ 

  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２月２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 

〒245-0016 泉区和泉町 4636 番地の２ 

横浜市泉区総務部総務課（３階 305 窓口） 

電話 045(800)2314（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午前９時 30 分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地  

関内中央ビル５階会議室（市庁舎側） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of Approx. 2,025,000kwh of electricity consumed 

   by Yokohama City Izumi Ward Office 

(2) Date of tender: 9:30 a.m. , 17 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Izumi Ward Office，City of 

   Yokohama, 4636-2 Izumi-cho, Izumi-ku, Yokohama, 245-0016, TEL 045(800)2314 
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横浜市調達公告第 64 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

契約事務受任者 

横浜市教育長 田 村 幸 久 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市中央図書館で使用する電力 約 4,050,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   西区老松町１番地 

   横浜市中央図書館 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 当該業務若しくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者であ

ること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒220-0032 西区老松町１番地 

横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課 

松月 電話 045(262)7334（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲

覧に供する。 
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６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市教育委員会事務局横浜市立図書館ホームページからダウンロード可能。 

http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/nyuusatsu/denryoku.html 

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２月２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 

〒220-0032 西区老松町１番地 

横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課 

電話 045(262)7334（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 17 日午前 10 時 

〒220-0032 西区老松町１番地 

横浜市中央図書館５階第１会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札  

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Electricity to use in the Yokohama City Central Library  

(2) Date of tender: 10:00a.m. , 17 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Project and Operations Division，Yokohama City Central  

  Library，1  Oimatsu-cho， Nishi-ku， Yokohama， 220-0032 TEL 045(262)7334 
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横浜市調達公告第65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２月２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 鶴見区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

行政運営調

整局ＩＴ活

用推進部情

報システム

課 

戸塚区舞岡町

644番地12 

平 成 21 年

12月２日 

株式会社南旺社

鶴見区鶴見中央

四丁目36番１号

円

5,772,690

一般競争

入札 

平成21年

10月20日

－ 

２ 神奈川区市民税

定期課税に関わ

る電子計算機用

入力データ作成

業務委託 一式 

同 同 株式会社小向 

神奈川区西神奈

川一丁目６番15

号 

6,583,500

同 同 － 

３ 西区市民税定期

課税に関わる電

子計算機用入力

データ作成業務

委託 一式 

同 同 株式会社日比谷

情報サービス 

東京都港区新橋

５丁目14番６号

6,199,200

同 同 － 

４ 中区市民税定期

課税に関わる電

子計算機用入力

データ作成業務

委託 一式 

同 同 株式会社北斗シ

ステム 

西区平沼一丁目

16番６号 

5,890,500

同 同 － 

５ 南区市民税定期

課税に関わる電

子計算機用入力

データ作成業務

委託 一式 

同 同 有限会社ケーテ

ックシステム 

西区浜松町12番

27号 

 

5,890,500

同 同 － 

６ 港南区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 株式会社総合企

画 

神奈川区青木町

４番地の６ 

6,583,500

同 同 － 

７ 保土ケ谷区市民

税定期課税に関

わる電子計算機

用入力データ作

成業務委託 一

式 

同 同 株式会社横浜電

算 

西区北幸一丁目

４番１号 

5,544,000

同 同 － 

８ 旭区市民税定期

課税に関わる電

子計算機用入力

データ作成業務

委託 一式 

同 同 フォレックス株

式会社 

神奈川区栄町１

番地の１ 

5,783,400

同 同 － 
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９ 磯子区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 株式会社アシス

ト 

西区平沼一丁目

１番３号 

5,544,000

同 同 － 

10 金沢区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 株式会社ワイシ

ーシーデータサ

ービス 

川崎市川崎区小

川町14番19号 

6,237,000

同 同 － 

11 港北区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 フォレックス株

式会社 

神奈川区栄町１

番地の１ 

6,123,600

同 同 － 

12 緑区市民税定期

課税に関わる電

子計算機用入力

データ作成業務

委託 一式 

同 同 株式会社北斗シ

ステム 

西区平沼一丁目

16番６号 

5,544,000

同 同 － 

13 青葉区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 株式会社コムス

タッフ 

中区海岸通４丁

目23番地 

6,930,000

同 同 － 

14 都筑区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 株式会社東計電

算 

川崎市中原区市

ノ坪150番地 

6,583,500

同 同 － 

15 戸塚区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 株式会社ワイシ

ーシーデータサ

ービス 

川崎市川崎区小

川町14番19号 

6,678,000

同 同 － 

16 栄区市民税定期

課税に関わる電

子計算機用入力

データ作成業務

委託 一式 

同 同 株式会社南旺社

鶴見区鶴見中央

四丁目36番１号

5,181,750

同 同 － 

17 泉区市民税定期

課税に関わる電

子計算機用入力

データ作成業務

委託 一式 

同 同 株式会社タスク

クリエイト 

大阪市中央区島

之内１丁目19番

21号 

5,166,000

同 同 － 

18 瀬谷区市民税定

期課税に関わる

電子計算機用入

力データ作成業

務委託 一式 

同 同 株式会社システ

ム情報センター

西区花咲町７丁

目158番地の２

6,237,000

同 同 － 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        299

 

水道局調達公告第 13 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「杉田八丁目ほか１か所口径 150ｍｍから 200ｍｍ配水管布設替工事」ほか１件の工事につ

いて、一般競争入札を行う。 

平成22年２月２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

水 道 局 
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加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札

を不調とする。 

(7) 合併入札の場合には、金額はすべての工事の合計金額を記載すること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 

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

札 

(5) 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。 
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６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 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
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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 ０９５２０１０５９２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
杉田八丁目ほか１か所口径１５０ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
磯子区杉田八丁目５番２０号地先から上中里町３５４番地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝３４３ｍ ほか）、給水管 
取付替工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ４４，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

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。）。 
（１）管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の元請としての施工実績 
（２）本市発注の、管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の下請としての施工実績 

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（工事内容欄に布設した導送配水管の種類、管径及び延 
長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付する 
こと。ただし、下請実績を証明する場合は、施工内容を確認できる注文書及び注文請書等 
の写しと、施工体系図の写し又は下請負人選定通知書の写しを添付すること。） 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１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）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 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

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 ０９５２０１０５９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場内口径１５０ｍｍ汚泥移送管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町１８５２番地 

工事概要 

鋼管布設工（Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝６．２ｍ）、鋼管撤去工（Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝４．８ｍ 
）、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成２２年 ３月１９日まで 

予定価格 １，９２０，０００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：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２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南 
区内、保土ケ谷区内又は緑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） 

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 ２月１０日（水）午前 ９時００分から 
平成２２年 ２月１５日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６日（火）午前 １１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 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 

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 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        305

 

水道局調達公告第14号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「水道用ポリ塩化アルミニウム（10％） 100トン（概算）」ほか12件の契約について、一般

競争入札を行う。 

平成 22 年２月２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 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(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
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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。 

(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
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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

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 ０９５２０２０５８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用ポリ塩化アルミニウム（１０％） １００トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局川井浄水場 

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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局川井浄水場 電話 ０４５－９２１－１１７４ 

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 ０９５２０２０５９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
災害対策用給水袋（ワールドウォーターバック㈱） ９，０００枚 同等品可 

納入／履行場所 
保土ケ谷区川島町７５９－１ 

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 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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 水道局総務課 電話 ０４５－６７１－３１２３ 

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 １０５２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部給水維持課鶴見事務所清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局北部給水維持課鶴見事務所 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 ０４５－５２１－２３２１ 

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 １０５２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部給水維持課清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局西部給水維持課 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 水道局西部給水維持課 電話 ０４５－３６３－１５４１ 

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 １０５２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
人材開発センター清掃業務委託 

納入／履行場所 
水道局人材開発センター 

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 ２月１６日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１８日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１８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 水道局人材開発課 電話 ０４５－６７１－３５４８ 

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 １０５２０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水課清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局工業用水課 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 水道局工業用水課 電話 ０４５－９５４－３３３１ 

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 １０５２０３００７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道施設（市内施設）警備業務委託 

納入／履行場所 
水道局仏向配水池（保土ヶ谷区仏向町１７２６番地）ほか５２か所 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）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 

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 水道局浄水課 電話 ０４５－６７１－３３２９ 

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 １０５２０３００７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道施設（市外施設）警備業務委託 

納入／履行場所 
鮑子取水堰（相模原市内）ほか１１か所 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

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位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的 

警備」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位ま 

でに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時４５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 水道局浄水課 電話 ０４５－６７１－３３２９ 

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 １０５２０３００７２ 

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、西谷第２分庁舎 水道施設警備業務委託 

納入／履行場所 
水道局西谷分庁舎ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１７年４月１日以降に元請として１ 

年間以上継続して履行した実績（平成２２年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時５０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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契約番号 １０５２０３００７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場管内除草等作業委託 

納入／履行場所 
水道局牛久保配水池ほか２３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 ２月１８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：Ａ】 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ３時３０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 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 

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 １０５２０３００７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
相模原沈澱事務所管内除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局相模原沈殿事務所（相模原市内）ほか１２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 １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 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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ３時２５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 

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 水道局川井浄水場 電話 ０４２－７７８－１２０９ 

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 １０５２０３００７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
導水路樹木管理等作業委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２１７０番地ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年１２月２４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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ３時３０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 

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 水道局川井浄水場 電話 ０４５－９２１－１１７４ 

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 ０９５２０２０５８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水の缶詰 １７５，２００本（合併案件その１） 

納入／履行場所 
水道局鶴見・神奈川地域サービスセンター ほか１１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 食料品・記念品 

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．上記の営業種目に登録があること。 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１５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 

本案件は契約番号０９５５０２００２６番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

発注担当課 水道局総務課 電話 ０４５－６７１－３１２３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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水道局調達公告第15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２月２日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 齋 藤 義 孝 

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 直管（ＮＳ形）

500×6000（接合

部品含む） 125

本の購入 

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

12月１日 

株式会社トシ

マ南関東営業

部神奈川鋳鉄

営業所 

中区本牧間門

36番９号 

円 

31,952,812

一般競争

入札 

平成21年

10月20日

－ 
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交通局調達公告第８号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                   横浜市交通事業管理者 

                                   交通局長 池 田 輝 政 

１ 競争入札に付する事項                                     

(1) 件名及び数量                                           

ア バス用タイヤ整備（保土ケ谷・浅間町） 一式 

  イ バス用タイヤ整備（緑・若葉台） 一式 

  ウ バス用タイヤ整備（磯子・港南） 一式 

  エ バス用タイヤ整備（滝頭・本牧） 一式 

  オ バス用タイヤ整備（港北・鶴見） 一式 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

平成22年４月1日から平成23年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

   入札説明書による。 

(5) 入札方法 

第１号アからオまでに掲げる項目ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(6) その他 

   本案件は電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）（以

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第２号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。）第２条におい

て準用する横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市契約規則第59号。以下「契約規則」という。）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年度横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「タイヤ」に登録

が認められている者で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付されているものであること。 

(3) 平成22年２月12日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市交通局一般競争参加停止及び

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

(4) 当該整備業務又はこれと同等の業務実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成22年２月12日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市交通局経営部経営企画課（関内中央ビル９階） 

原田 電話 045(671)3171（直通） 

交 通 局 
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４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁気記録を含む。以下同じ。

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

閲覧に供する。 

６  入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、平成22年２月２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）の間において第３項第３号に掲げる部課で貸出しを行う

。 

７ 入札及び開札の日時並び場所等 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

   入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成22年３月12日から平成22年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から 

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

    イ 紙による入札書の提出 

 (ｱ) 入札日時 

  第１項第１号アからオまでに掲げる項目ごとに、次のとおりとする。 

     ア 平成22年３月17日午前10時 

     イ 平成22年３月17日午前10時20分 

 ウ 平成22年３月17日午前10時40分 

 エ 平成22年３月17日午前11時 

 オ 平成22年３月17日午前11時20分 

  (ｲ) 入札場所 

 横浜市交通局経営部経営企画課入札室（関内中央ビル９階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

  平成22年３月16日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと 

 (2) 開札予定日時 

第１項第１号アからオまでに掲げる項目ごとに、次のとおりとする。 

    ア 平成22年３月17日午前10時 

   イ 平成22年３月17日午前10時20分 

   ウ 平成22年３月17日午前10時40分 

   エ 平成22年３月17日午前11時 

   オ 平成22年３月17日午前11時20分 

 ８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項に定める入札参加資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 契約規程第２条において準用する契約規則第19条の規定に該当する入札 

(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請において

指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣカード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市

に届けている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             
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契約規程第２条において準用する契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払                         

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１箇月間の出来高分に応じて、検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他                                 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成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。 

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

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

①  Bus Tire Service  Hodogaya and Sengencho  

②  Bus Tire Service  Midori and Wakabadai 

③  Bus Tire Service  Isogo and Konan 

④  Bus Tire Service  Takigashira and Honmoku 

⑤  Bus Tire Service  Kohoku and Tsurumi 

(2) Deadline for the tender: 

①  10:00 a.m., 17 March, 2010 

②  10:20 a.m., 17 March, 2010 

③  10:40 a.m., 17 March, 2010 

④  11:00 a.m., 17 March, 2010 

⑤  11:20 a.m., 17 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Management Planning Division, Transportation Bureau 

   , City of Yokohama, 1-1  Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)3171 
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交通局調達公告第９号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「交通局上永谷検修区等建物清掃業務委託」ほか５件の契約について、一般競争入札を行う

。 

平成 22 年２月２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 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(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
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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。 

(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
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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

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 １０５３０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局上永谷検修区等建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 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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契約番号 １０５３０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
総合司令所清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局総合司令所 

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 ２月１２日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１６日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１６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 

①設計図書に関する質問に対する回答は、平成２２年２月１０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。 

②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 交通局運転課 電話 ０４５－６７１－３１５６ 

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 １０５３０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その２） 

納入／履行場所 
西区西戸部町一丁目 一本松小学校前バス停留所付近ほか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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履行した実績（平成２２年 

３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時５５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 交通局保土ヶ谷営業所 電話 ０４５－３３１－２４０１ 

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 １０５３０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その１） 

納入／履行場所 
緑区鴨居一丁目 鴨居駅前交差点付近ほか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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履行した実績（平成２２年 

３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時５５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 交通局保土ヶ谷営業所 電話 ０４５－３３１－２４０１ 

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 １０５３０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その３） 

納入／履行場所 
西区南幸一丁目 横浜駅西口バスターミナルほか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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履行した実績（平成２２年 

３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１７日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１９日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１９日（金）午後 ２時００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 交通局保土ヶ谷営業所 電話 ０４５－３３１－２４０１ 

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７号 平成 22 年２月２日発行 

                                                    

                        333

契約番号 １０５３０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その４） 

納入／履行場所 
港の見える丘公園 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があり、かつ、細目「Ａ：人的警備」に登録がある 

こと。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成１７年４月１日以降に元請として１年間以上継続して履行した実績（平成２２年 

３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有する者。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

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 ２月１５日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月１７日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月１７日（水）午後 ２時０５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 交通局保土ヶ谷営業所 電話 ０４５－３３１－２４０１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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病院経営局調達公告第３号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                                 横浜市病院事業管理者 

                                 病院経営局長 原   正 道 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市立市民病院清掃及び清潔管理業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所 

   保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

   横浜市立市民病院 

 (5) 入札方法 

   この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成 17 年３月病院経営局規程第 32 号）第３条第１項に掲げる者でない

こと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「建物管理」に登

録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市病院経営局一般競争参加停

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

と。 

 (4) 当該病院又はこれと同等の施設を有する病院で、集中治療室等の清潔区域を含む清掃を過去５年以

内に行った実績を有する者であること。 

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

あること。 

 (6) 平成 21 年度当該業務について、正当な理由がなく、契約を締結しなかった者又は契約の解除を申し

出た者でないこと。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

横浜市立市民病院経営推進部総務課 

永井 電話 045 (331) 1961 内線 4605 

４ 入札参加資格の喪失 

  入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当 

 するときは、当該入札に参加することができない。 

病 院 経 営 局 
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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) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

  横浜市病院経営局ホームページ入札契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/keiyaku.html） 

    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２月２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 

   〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

    横浜市立市民病院経営推進部総務課 

    電話 045（331）1961 内線 4605 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  平成 22 年３月 17 日午前 11 時 

  〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

  横浜市立市民病院がん検診センター４階講堂 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

 (3) 横浜市病院経営局契約規程第 24 条の規定に該当する入札 

  (4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定  

  横浜市病院経営局契約規程第 17 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、 低の価格をもって入札した者を落札者とする

ことがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成 22 年度横浜市病院事業会計予算が平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 
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(1) Subject matter of the contract: Cleaning of Yokohama Citizens Hospital, 1 Set 

(2) Date of tender: 11:00 a.m., 17 March, 2010 

 (3) Contact point for the notice:General Affairs Division, Administration Promotion 

     Department, Yokohama Citizens Hospital,56 Okazawa-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 

     TEL 045 (331) 1961 
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病院経営局調達公告第４号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月２日 

                                 横浜市病院事業管理者 

 病院経営局長 原   正 道 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約 4,730,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   磯子区滝頭一丁目２番１号 

   横浜市立脳血管医療センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成 17 年３月病院経営局規程第 32 号）第３条第１項に掲げる者でない

こと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市病院経営局一般競争参加停

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

と。 

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

ること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 

玉井 電話 045(753)2615（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲
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覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

  横浜市病院経営局ホームページ入札契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/keiyaku.html） 

  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２月２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 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 

玉井 電話 045(753)2615（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 18 日午後３時 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター２階会議室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 17 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市病院経営局契約規程第 24 条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札  

９ 落札者の決定 

横浜市病院経営局契約規程第 17 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 22 年度横浜市病院事業会計予算が平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx．4,730,000 kwh of electricity 

   consumed by Yokohama Stroke and Brain Center  

(2) Date of tender:  3:00 p.m. , 18．March，2010  

(3) Contact point for the notice: Management Division，Yokohama Stroke and Brain Center 1-2-1 

   Takigashira,Isogo-ku, Yokohama,235-0012, TEL 045(753)2615 
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病院経営局調達公告第５号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月２日 

                                 横浜市病院事業管理者 

                                 病院経営局長 原   正 道 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市立市民病院で使用する電力 約 11,000,000 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

   横浜市立市民病院 

 (5) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成 17 年３月病院経営局規程第 32 号）第３条第１項に掲げる者でない

こと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 22 年２月 12 日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市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) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を

提出している者であること。 

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

ること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 12 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

横浜市立市民病院経営推進部総務課 

川合 電話 045 (331) 1961 内線 4605 

４ 入札参加資格の喪失 

  入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当

するときは、当該入札に参加することができない。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

 (2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

  当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から入札日まで閲 

 覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

    横浜市病院経営局ホームページ入札契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/keiyaku.html） 

    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２月２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 

   〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

    横浜市立市民病院経営推進部総務課 

    電話 045（331）1961 内線 4605 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  平成 22 年３月 17 日午前 10 時 

  〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町 56 番地 

  横浜市立市民病院がん検診センター４階講堂 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

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

 (3) 横浜市病院経営局契約規程第 24 条の規定に該当する入札 

  (4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

  横浜市病院経営局契約規程第 17 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

      行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

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

12 その他  

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成 22 年度横浜市病院事業会計予算が平成 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。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: Provision of approx.11,000,000kWh of electricity 

     consumed by Yokohama Citizens Hospital 

(2) Date of tender: 10:00 a.m., 17 March, 2010 

 (3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Administration Promotion 

     Department, Yokohama Citizens Hospital, 56 Okazawa-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 

     TEL 045 (331) 1961 

 


