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第 10 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 
  （地紋紙（市民活力推進局分） 約7,750,000枚（合併案件その１） ほか１件）････････････････２ 

△ 同（「広報よこはま」等運送委託（北部地域） 一式 ほか３件）･････････････････････････････５ 

△ 同（小型ごみ収集車（回転板式）ＡＴ（その１） ５台の借入 ほか３件）･････････････････････８ 

△ 同（行政情報ネットワーク運用保守業務委託 一式）･････････････････････････････････････････11 

△ 同（平成22年度ヘルプデスク業務委託 一式）･･･････････････････････････････････････････････14 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（名札フォルダ 24,500枚 ほか216件）････････････････････････････････････････････････････17 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （栄区庁舎及び栄公会堂・スポーツセンターで使用する電力 約1,592,900キロワットアワーの供給） 
   ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････237 

△ 同（横浜市教育文化センターで使用する電力 約1,570,000キロワットアワーの供給）･･･････････239 

△ 同（横浜市教育情報ネットワークシステム運用業務委託 一式）･･････････････････････････････241 
 
【水道局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（水道用次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素12％）461トン（概算） ほか18件）･････････････････243 

 
【交通局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
  （大型ノンステップバス 66台の購入）････････････････････････････････････････････････････265 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（滝頭営業所他３営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 ほか４件）･･････････････････････････268 
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横浜市調達公告第 69 号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成 22 年２月９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 地紋紙（市民活力推進局分） 約 7,750,000 枚（合併案件その１） 

イ 地紋紙（行政運営調整局分） 1,295,000 枚（合併案件その２） 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限  

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４月１日から平成 23 年３月 31 日まで 

  イ 平成 22 年４月１日から平成 23 年３月７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 市民活力推進局区政支援部窓口サービス課ほか31か所（詳細は、入札説明書による。） 

イ 行政運営調整局主税部税務支援課ほか23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号ア及びイに掲げる数量の合算額をもって、合併入札により行う。                         

 (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「フォーム印刷」

に登録が認められている者であること。  

  (3) 平成 21 年２月 19 日から開札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

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

(5) 当該物品を製造できる設備を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

  (1) 提出書類及び提出方法 

      入札説明書による。 

 (2) 提出期限 

      平成 21 年２月 19 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） 

調 達 公 告 
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      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当

するときは、当該入札に参加することができない。 

  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

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９日から平成 22 年３月４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区政支援部窓口サービス課（横浜関内ビル４階） 

電話 045(671)2087（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間等 

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  (ｱ)  入札期間 

     平成 22 年３月 18 日から平成 22 年３月 23 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９

時から午後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 24 日午前 10 時 15 分 

     (ｲ) 入札場所  

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成22年３月23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 24 日午前 10 時 15 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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 

仕様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:  

    ①Printing of approx. 7,750,000 copies of woven pattern 

②Printing of 1,295,000 copies of woven pattern 

 (2) Deadline for the tender: 10:15 a.m., 24 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70号                 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成22年２月９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(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（北部地域） 一式 

   (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（北部地域） 一式   

  イ(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（南部地域） 一式   

   (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（南部地域） 一式   

 (2) 業務内容                          

入札説明書による。                                       

(3) 履行期間                                                   

平成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号ア及びイに掲げる業務ごとに入札に付し、それぞれ(ｱ)及び(ｲ)に掲げる概算数量の合算額を

もって、合併入札により行う。 

(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「貨物運送」に登録

が認められている者であること。 

(3) 平成22年２月19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、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）による一般貨物自動車運送

事業の許可を受けている者。 

 (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) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。                                      

(2) 提出期限 

平成22年２月19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) 

常陸 電話 045(671)2186（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９日から平成22年３月４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 入札及び開札の日時及び場所等 

  第１項第１号ア及びイに掲げる業務ともに、次のとおりとする。 

(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18日から平成23年３月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

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24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23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24日午前10時30分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。                                   

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項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。 

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

いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法 
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 (1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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: 

          ① Transportation of Yokohama City  Newspapers, “Koho Yokohama” and “Yokohama Gikai  

Dayori”, in the northern area of Yokohama City 

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

 Dayori”, in the southern area of Yokohama City 

(2) Date of tender:  

    ①  10:30 a.m.，24 March, 2010 

    ②  10:30 a.m.，24 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)2186 
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横浜市調達公告第 71 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 22 年２月９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 小型ごみ収集車（回転板式）ＡＴ（その１） ５台の借入 

   イ 小型ごみ収集車（回転板式）ＡＴ（その２） ５台の借入 

   ウ 中型ごみ収集車（回転板式コンテナ傾倒装置付）（その１） ９台の借入 

   エ 中型ごみ収集車（回転板式コンテナ傾倒装置付）（その２） ９台の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成 22 年度分） 

   第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

     ア 平成 22 年９月２日から平成 23 年３月 31 日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    イ 平成 22 年 10 月５日から平成 23 年３月 31 日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    ウ 平成 22 年９月１日から平成 23 年３月 31 日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    エ 平成 22 年 10 月１日から平成 23 年３月 31 日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

 イ 総借入期間 

   第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

     ア 平成 22 年９月２日から平成 28 年９月１日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    イ 平成 22 年 10 月５日から平成 28 年 10 月４日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    ウ 平成 22 年９月１日から平成 28 年８月 31 日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    エ 平成 22 年 10 月１日から平成 28 年９月 30 日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

   （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) 借入場所 

   第１号アからエまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

   神奈川区新浦島町２丁目４番地 

   横浜市資源循環局適正処理部車両課 

(5) 入札方法 

   この入札は、第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間におけ

る賃借料の総価により行う。なお、１か月未満の月は１か月として見積もること。 

(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「自動車賃貸」に

登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 19 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) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る１年を超える賃貸借契約実績を有する者であること。 
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 (5) 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 19 日（ただし、賃貸借契約実績調書及び引受証明書は平成 22 年２月 26 日）午後５ 

    時まで 

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市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９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

正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地  

   横浜市資源循環局適正処理部車両課 

   電話 045(441)8201（直通） 

７ 入札及び開札 

  第１項第１号アからエまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

 (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 18 日から平成 22 年３月 23 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時 

      から午後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 24 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 23 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 24 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 
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 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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

ている場合には代表者）以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

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

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

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

ア 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。 

 イ 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: 

  ①Lease of 5 Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part 1) 

  ②Lease of 5 Small-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates(Part 2)  

  ③Lease of 9 Medium-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates and Container-

loading Devices (Part 1) 

  ④Lease of 9 Medium-sized Garbage Trucks With Turning and Pushing Plates and Container-

loading Devices (Part 2) 

(2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 24 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 72 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月９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 

    行政情報ネットワーク運用保守業務委託 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 

横浜市行政運営調整局ＩＴ活用推進部 IＴ活用推進課ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業

務」の「細目Ａ システム開発・保守・運用」に登録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付

けされているものであること。 

(3) 平成 22 年２月 17 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) 接続拠点数 500 以上又は利用者数 20,000 人以上のネットワーク（サーバ機器及びネットワーク機器

等）の設計及び運用の実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 22 年２月 17 日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課 

遠藤 電話 045(671)2013（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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横浜市行政運営調整局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課ホームページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/it/nyusatsu/220209.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９日から平成 22 年２月 24 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ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課 

遠藤 電話 045 (671)2013（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 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 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

平成 22 年３月３日午前 10 時 

(ｲ) 入札場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課３階会議室 

  イ 郵送による入札書の提出 

  平成 22 年３月２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３日午前 10 時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項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) 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 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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: An operation and maintenance consignment of administrative 

information network  

(2) Date of tender: 10:00 a.m., 3 March, 2010 
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(3) Contact point for the notice: IT Application Promotion Division, Administrative Management 

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

   045(671)2013 
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横浜市調達公告第 73 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月９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 

    平成 22 年度ヘルプデスク業務委託 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 

別途協議の上決定する。（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業

務」の「細目Ａ システム開発・保守・運用」に登録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付

けされているものであること。 

(3) 平成 22 年２月 17 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) 過去の業務実績において、20,000 人以上で構成される組織・団体を対象とするヘルプデスク業務を

行った実績を有すること。 

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 17 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ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課 

川上 電話 045(671)2013（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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横浜市行政運営調整局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課ホームページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/it/nyusatsu/20100209-hd.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９日から平成 22 年２月 24 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ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課 

電話 045(671)2013（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 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 22 年３月３日午前 10 時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市行政運営調整局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課３階会議室 

イ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月２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３日午前 10 時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項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) 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 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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: Consignment of helpdesk service (Apr. 2010～Mar. 2011) 

(2) Date of tender: 10:30 a.m., 3 March, 2010 
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(3) Contact point for the notice: IT Application Promotion Division, Administrative Management 

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

   045(671)2013 
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横浜市調達公告第74号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「名札フォルダ 24,500枚」ほか216件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 22 年２月９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

契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ＩＣ

カード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人によるＩ

Ｃカードを用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって

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

定は保留する。 

(2) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ

るときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした

者を新たに落札候補者とし、(3)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の

手続を繰り返す。 

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

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

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

をした者の入札は認めない。 

(6) (3)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと

に定める提出書類等を、開札日（(4)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

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

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

へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されな

い場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(4)イの

手続により落札者を決定する。 

(7) (4)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当

該落札候補者に通知する。 

(8) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                 第 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        20

契約番号 ０９２５０２０２７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
名札フォルダ ２４，５００枚 

納入／履行場所 
行政運営調整局人事組織課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２２年 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 文具・事務機械 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面よ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１９日（金）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 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 行政運営調整局人事組織課 電話 ０４５－６７１－２１５０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 ０９２５０２０２７９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
普通再生紙Ａ３ １５００枚／箱 １００箱（概算） ほか 

納入／履行場所 
行政運営調整局法制課コピー室 

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 用紙類 

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１９日（金）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 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 行政運営調整局法制課 電話 ０４５－６７１－２０９１ 

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 ０９７１０２０６００ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
職員用椅子（イトーキ） １１２脚 同等品可 

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１） 

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 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１９日（金）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 教育委員会事務局施設管理課 電話 ０４５－６７１－３２５８ 

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 ０９７１０２０６０５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
イントラ向けデータベースサーバー １式ほか 

納入／履行場所 
教育委員会事務局が指定する場所（市内） 

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１９日（金）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 教育委員会事務局総務課 電話 ０４５－６７１－４１７８ 

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 １００２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市長公舎庭園管理業務委託 

納入／履行場所 
西区老松町２番地 

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 - 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 都市経営局秘書課 電話 ０４５－６７１－２０７５ 

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 １０１２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
流域貯留浸透施設清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立荏田東第一小学校ほか７６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 下水道管等保守 

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２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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）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 

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 道路局河川管理課 電話 ０４５－６７１－２８５７ 

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 １０１２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
流域貯留浸透施設巡回点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立荏田東第一小学校ほか７６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 下水道管等保守 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 道路局河川管理課 電話 ０４５－６７１－２８５７ 

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 １０１２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中・西・磯子区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
中、西及び磯子区内 

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 電気設備保守 

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実績を有する者。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３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 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 １０１２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉・緑・都筑区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
青葉、緑及び都筑区 

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 電気設備保守 

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高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３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 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 １０１２０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見・神奈川・港北区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
鶴見、神奈川及び港北区内 

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 電気設備保守 

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実績を有する者。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０１２０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚・泉・栄区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
戸塚、泉及び栄区内 

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 電気設備保守 

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実績を有する者。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０１２０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路局小机駅南北自由通路等照明灯等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
港北区小机町２１８４番地ほか 

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 電気設備保守 

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。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 

①委託業務経歴書 

②車検証の写し又は引受証明書 

発注担当課 道路局企画課 電話 ０４５－６７１－３８００ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        32

契約番号 １０１２０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
野毛ちかみち給排気設備保守点検委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目地先 

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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 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 １０１２０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路局大船駅北口等清掃業務委託 

納入／履行場所 
栄区笠間一丁目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 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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 道路局企画課 電話 ０４５－６７１－３８００ 

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 １０１２０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
今井川地下調節池等運転管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区狩場町５５番地ほか 

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 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 道路局河川管理課 電話 ０４５－６７１－２８５７ 

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 １０１２０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町６０５番地ほか 

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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 道路局河川管理課 電話 ０４５－６７１－２８５７ 

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 １０１２０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
緑区霧が丘１番１号ほか 

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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 道路局河川管理課 電話 ０４５－６７１－２８５７ 

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 １０１２０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路局大船駅北口等警備業務委託 

納入／履行場所 
栄区笠間一丁目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 【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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 道路局企画課 電話 ０４５－６７１－３８００ 

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 １０１２０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平沼橋昇降機監視委託 

納入／履行場所 
西区岡野一丁目から平沼一丁目地先まで 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 １０１４０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭市営上屋清掃委託 

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 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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 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 １０１４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭他公衆トイレ清掃業務委託 

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 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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 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 １０１４０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新港地区電線共同溝特殊部（マンホール）管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目ほか 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３時５０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 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 １０１４０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
電気施設保守業務委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番地 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３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 港湾局維持課 電話 ０４５－６４１－７９６６ 

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 １０１４０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
赤レンガパーク等清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時０５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 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 



横浜市報調達公告版 

                                 第 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        44

契約番号 １０１４０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大さん橋地区等清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区海岸通一丁目１番地ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 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 １０１４０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
出田町ふ頭他清掃業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区出田町ほか 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時５０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 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 １０１４０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭他清掃業務委託 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １０１４０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒鉄鋼バース荷役機械保守点検委託 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭１０番地 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３１７ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０１４０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭市営上屋火災報知機械警備業務委託 

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：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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）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 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 １０２１０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄第二水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局栄第二水再生センターほか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 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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 環境創造局栄第二水再生センター 電話 ０４５－８６１－３０１１ 

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 １０２１０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園ほか４公園内便所清掃委託 

納入／履行場所 
港の見える丘公園ほか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 

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） 

※ 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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １０２１０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
舞岡公園ほか４公園及び市民の森６箇所の便所清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区舞岡町１７０３番ほか 

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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４ 

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 １０２１０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランモール公園クロスパティオ施設清掃業務委託 

納入／履行場所 
グランモール公園 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 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 １０２１０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園第２及び第３レストハウス清掃業務委託 

納入／履行場所 
三ツ沢公園第２及び第３レストハウス 

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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 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 １０２１０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アメリカ山公園内建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
アメリカ山公園 

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 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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時４０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 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 １０２１０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜公園ほか１７公園噴水設備等点検清掃委託 

納入／履行場所 
横浜公園ほか１７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月１２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

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２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汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 

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

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－３８３１ 

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 １０２１０３００３０ 

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等スクリーンかす運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局金沢水再生センターほか 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７４－０８４８ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        57

契約番号 １０２１０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部汚泥資源化センター洗浄スクリーンかす等運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部汚泥資源化センター 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（鉱さい）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 環境創造局北部汚泥資源化センター 電話 ０４５－５０２－３７３８ 

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 １０２１０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部水再生センター油性スカム等運搬処分業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センター 

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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

④産業廃棄物処分業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 環境創造局中部水再生センター 電話 ０４５－６２１－４１１４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新羽ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局新羽ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０２１０３００３８ 

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ー沈砂運搬業務委託 

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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０２１０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部公園緑地事務所管内産業廃棄物処理委託 

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 

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（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び 

陶磁器くず）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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４ 

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 １０２１０３００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄第二水再生センター等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局栄第二水再生センターほか 

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 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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 環境創造局栄第二水再生センター 電話 ０４５－８６１－３０１１ 

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 １０２１０３００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北綱島ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北綱島ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 
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契約番号 １０２１０３００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センタ－沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センターほか 

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 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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 環境創造局北部第二水再生センター 電話 ０４５－５０３－０２０１ 

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 １０２１０３００４５ 

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沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局保土ケ谷ポンプ場ほか 

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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 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 １０２１０３００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
旭区、都筑区、青葉区、緑区及び瀬谷区内公園 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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実績を有する者。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
鶴見区、神奈川区、港北区、西区及び保土ケ谷区内公園 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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実績を有する者。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
元町公園ほか５施設夜間照明施設保守点検委託 

納入／履行場所 
元町公園ほか 

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 電気設備保守 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園内塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９ 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０２１０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園一部清掃業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区三ツ沢西町３番１号 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １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 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 １０２１０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ポートサイド公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区大野町１丁目４番地 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １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 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 １０２１０３００６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランモール公園ほか１公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
西区みなとみらい三丁目ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 ０４５－８３１－８４８４ 

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 １０２１０３００６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園内塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
中区山手町１１４番地 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０２１０３００６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大通り公園内塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
中区長者町５丁目５５番地の２ 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０２１０３００６５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局磯子ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 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 １０２１０３００６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
桜台公園ほか１７公園噴水設備等点検清掃委託 

納入／履行場所 
桜台公園ほか１７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３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 下水道管等保守 

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２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汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 

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

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３００６７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部汚泥資源化センター第二受泥設備受槽しゅんせつ業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部汚泥資源化センター 

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 浄化槽・貯水槽清掃 

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２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汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７４－０８４８ 

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 １０２１０３００７５ 

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天井走行クレーン保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ８月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 

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 環境創造局水再生施設管理課 電話 ０４５－６７１－３９６５ 

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 １０２１０３００７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センタ－水処理施設りん濃度制御用測定装置保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センター 

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３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局北部第二水再生センター 電話 ０４５－５０３－０２０１ 

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 １０２１０３００８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新浦島幹線排水ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局新浦島幹線排水ポンプ施設ほか 

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 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に登録があること、 

又は営業種目「電気設備保守」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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 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 １０２１０３００８３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
羽沢揚水ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区羽沢町５８２番地先ほか 

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 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に登録があること、 

又は営業種目「電気設備保守」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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 １０２１０３０１２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
一般環境大気測定機器等保守管理業務（南部） 

納入／履行場所 
中区根岸加曽台１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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

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産業廃棄物収集運搬業許可（積替又は保管を含む、廃酸）を受けている 

者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 １０２１０３０１２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
一般環境大気測定機器等保守管理業務（北部） 

納入／履行場所 
鶴見区潮田交流プラザほか 

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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

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産業廃棄物収集運搬業許可（積替又は保管を含む、廃酸）を受けている 

者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 １０２１０３０１４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大岡ポンプ場施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局大岡ポンプ施設ほか 

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 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に登録があること、 

又は営業種目「電気設備保守」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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 １０２１０３０１５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
環境科学研究所排水処理施設試験検査委託 

納入／履行場所 
環境創造局環境科学研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 環境創造局環境科学研究所 電話 ０４５－７５２－２６０５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１０３０１５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
有害大気汚染物質採取分析調査業務 

納入／履行場所 
鶴見区潮田交流プラザほか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 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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 １０２１０３０１６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
煙道中の大気汚染物質濃度測定業務及び指定物質等の発生源調査 

納入／履行場所 
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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 １０２１０３０１６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内大気環境調査 

納入／履行場所 
金沢区内 

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、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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 １０２１０３０１６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
再生水利用に伴う分析業務委託 

納入／履行場所 
横浜アリーナほか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 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。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 環境創造局水再生水質課 電話 ０４５－６２１－４３４３ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        90

契約番号 １０２１０３０１６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
自動車排出ガス汚染調査 

納入／履行場所 
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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 環境創造局交通環境対策課 電話 ０４５－６７１－２４９０ 

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 １０２１０３０１６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路等交通騒音・振動測定業務委託 

納入／履行場所 
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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 環境創造局交通環境対策課 電話 ０４５－６７１－２８８６ 

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 １０２１０３０１６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アメリカ山公園警備業務委託 

納入／履行場所 
中区山手町９７番１ほか 

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 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３ 

か月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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １０２１０３０１６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランモール公園クロスパティオ巡回警備業務委託 

納入／履行場所 
グランモール公園内クロスパティオ 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 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 １０２１０３０１７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大通り公園ほか１公園内巡回警備委託 

納入／履行場所 
大通り公園ほか 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時２５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 １０２１０３０１７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
根岸森林公園拡張区域警備委託 

納入／履行場所 
根岸森林公園ほか 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時１５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 環境創造局管財課 電話 ０４５－６７１－２６７６ 

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 １０２１０３０１７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局金沢水再生センター 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７３－３０９６ 

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 １０２１０３０１７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局都筑水再生センター 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 環境創造局都筑水再生センター 電話 ０４５－９３２－２３２１ 

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 １０２１０３０１７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北綱島ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北綱島ポンプ場ほか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１５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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 
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契約番号 １０２１０３０１７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局金沢ポンプ場ほか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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 環境創造局金沢水再生センター 電話 ０４５－７７３－３０９６ 

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 １０２１０３０１７９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
万世ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局万世ポンプ場ほか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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０２１０３０１８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センターほか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１０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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 環境創造局中部水再生センター 電話 ０４５－６２１－４１１４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２１２３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市風力発電所電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区鈴繁町８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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３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 地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課 電話 ０４５－６７１－４１５５ 

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 １０２２０２００９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
普通ポルトランドセメント ８４８，０７７キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 骨材・セメント 

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１９日（金）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 資源循環局鶴見工場 電話 ０４５－５２１－２１９１ 

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 １０２２０２００９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
普通ポルトランドセメント ２５２，３９６キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 骨材・セメント 

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１９日（金）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 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二課 
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契約番号 １０２２０２００９７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
砕石（４０～６０） １，０００立方メートル（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台処分地管理事務所 

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 骨材・セメント 

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１９日（金）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 ６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 資源循環局処分地管理課 電話 ０４５－３６４－１６８６ 

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 １０２２０２０１０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
タイヤ整備 軽自動車・乗用車・小型トラック（チューブレス含む）パンク修理（組替含む）

４本（概算）ほか 神奈川事務所 

納入／履行場所 
資源循環局神奈川事務所 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「自動車修理・点検」については第３位までに登録があり、かつ、細目「Ｇ： 

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、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１９日（金）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 資源循環局神奈川事務所 電話 ０４５－４４１－０８７１ 

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 １０２２０２０１０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
タイヤ整備 軽自動車 乗用車 小型トラック（チューブレス含む）パンク修理（組替含む）

３本（概算）ほか 港南事務所 

納入／履行場所 
資源循環局港南事務所 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「自動車修理・点検」については第３位までに登録があり、かつ、細目「Ｇ： 

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、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１９日（金）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 資源循環局港南事務所 電話 ０４５－８３２－０１３５ 

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 １０２２０２０１０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
タイヤ整備 軽自動車・乗用車・小型トラック（チューブレス含む）パンク修理（組替含む）

３本（概算）ほか 旭事務所 

納入／履行場所 
資源循環局旭事務所 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「自動車修理・点検」については第３位までに登録があり、かつ、細目「Ｇ： 

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、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１９日（金）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 資源循環局旭事務所 電話 ０４５－９５３－４８１１ 

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 １０２２０２０１０５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
タイヤ整備 軽自動車・乗用車・小型トラック（チューブレス含む）パンク修理（組替含む）

３本（概算）ほか 港北事務所 

納入／履行場所 
資源循環局港北事務所 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

①営業種目「自動車修理・点検」については第３位までに登録があり、かつ、細目「Ｇ： 

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、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１９日（金）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 資源循環局港北事務所 電話 ０４５－５４１－１２２０ 

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 １０２２０２０１０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
普通ポルトランドセメント ５５８，０００キログラム（概算）  

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 骨材・セメント 

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１９日（金）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 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二課 
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契約番号 １０２２０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
各事務所自家用電気工作物保守定期点検委託（その１） 

納入／履行場所 
資源循環局青葉事務所ほか 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４４ 

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 １０２２０３００６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
家庭系生ごみガス化実証実験における収集・運搬・前処理委託 

納入／履行場所 
磯子区丸山一丁目ほか 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）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 

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 資源循環局家庭系対策課 電話 ０４５－６７１－３８１６ 

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 １０２２０３００６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
資源選別センター可燃物運搬委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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。 

発注担当課 資源循環局業務課 電話 ０４５－６７１－３８１９ 

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 １０２２０３００７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場焼却残渣輸送委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 資源循環局鶴見工場 電話 ０４５－５２１－２１９１ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        115

契約番号 １０２２０３００７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場焼却残渣輸送委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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二課 
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契約番号 １０２２０３００７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑工場焼却残渣輸送委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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。 

発注担当課 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        117

契約番号 １０２２０３００７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場焼却残渣輸送委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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二課 
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契約番号 １０２２０３００９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場ボイラーチューブ等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５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二課 
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契約番号 １０２２０３００９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑工場ボイラーチューブ等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

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 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１ 

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 １０２２０３００９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場煙突清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地の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１７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 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 電話 ０４５－５２１－２１９１ 

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 １０２２０３００９７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道等清掃業務委託（都心部１ 横浜駅周辺地区） 

納入／履行場所 
西区内 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時０５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 １０２２０３００９８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道等清掃業務委託（都心部２ ＭＭ２１地区） 

納入／履行場所 
西区内ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）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 １０２２０３００９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道等清掃業務委託（都心部３ 関内地区） 

納入／履行場所 
中区内 

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 道路・公園清掃 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 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 １０２２０３０１２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道等清掃業務委託（横浜駅・新横浜駅周辺地区） 

納入／履行場所 
西区内ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 

①本契約は「緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付対象事業」に係る契約であ 

るため、特約約款、設計図書等を熟読のうえ、入札に参加すること。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 １０２２０３０１２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
喫煙所清掃委託 

納入／履行場所 
中区内 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）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 

①本契約は「緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付対象事業」に係る契約であ 

るため、特約約款、設計図書等を熟読のうえ、入札に参加すること。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 資源循環局減量・美化推進課 電話 ０４５－６７１－２５５６ 

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 １０２２０３０１３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
動物死体収集運搬等業務委託（中部地区） 

納入／履行場所 
西、中、保土ケ谷、旭、戸塚、泉及び瀬谷区内 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 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 １０２２０３０１３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
動物死体収集運搬等業務委託（南部地区） 

納入／履行場所 
南、港南、磯子、金沢及び栄区内 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 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 １０２２０３０１３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
動物死体収集運搬等業務委託（北部地区） 

納入／履行場所 
鶴見、神奈川、港北、緑、都筑及び青葉区内 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 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 １０２２０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５２０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ａブロック（鶴見区・神奈川区・西区）】 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

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 - 

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：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

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１９日（金）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 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）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 

。※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 １０２２０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５８０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｂブロック（中区・南区・港南区）】 

納入／履行場所 
資源循環局中事務所ほか 

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 - 

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：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

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１９日（金）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 

同種の売払物（既契約分）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 

。※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 １０２２０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙６２０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｃブロック（保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区）】 

納入／履行場所 
資源循環局保土ヶ谷事務所ほか 

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 - 

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：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

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１９日（金）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 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）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 

。※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 １０２２０５０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙４５０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｄブロック（磯子区・金沢区）】 

納入／履行場所 
資源循環局磯子事務所ほか 

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 - 

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：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

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１９日（金）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２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）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 

。※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 １０２２０５０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙２８０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｅブロック（港北区）】 

納入／履行場所 
資源循環局港北事務所ほか 

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 - 

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：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

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１９日（金）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 

同種の売払物（既契約分）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 

。※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 １０２２０５０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙６５０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｆブロック（緑区・青葉区・都筑区）】 

納入／履行場所 
資源循環局緑事務所ほか 

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 - 

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：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

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１９日（金）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３５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 

同種の売払物（既契約分）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 

。※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 １０２２０５０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５６０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｇブロック（戸塚区・栄区・泉区）】 

納入／履行場所 
資源循環局戸塚事務所ほか 

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 - 

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：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

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１９日（金）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 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）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 

。※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 １０２４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部地区路上違反広告物除却委託 

納入／履行場所 
鶴見区内ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 都市整備局都市デザイン室 電話 ０４５－６７１－２６４９ 

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 １０２４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
桜木町駅前歩行者広場等警備業務 

納入／履行場所 
中区桜木町１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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 都市整備局みなとみらい２１推進課 電話 ０４５－６７１－２０３８ 

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 １０２５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磁気媒体等搬送業務委託 

納入／履行場所 
行政運営調整局情報システム課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 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 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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 行政運営調整局情報システム課 電話 ０４５－８２７－２９４３ 

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 １０２６０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「庁内報・紙版」の仕分け・梱包・配送委託 

納入／履行場所 
市民活力推進局広報課ほか 

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 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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 市民活力推進局広報課 電話 ０４５－６７１－３７３９ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        140

契約番号 １０２７０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

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

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 １０２７０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
なしの木学園警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市なしの木学園 

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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 こども青少年局なしの木学園 電話 ０４５－８０４－６９８１ 

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 １０２８０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚斎場日常清掃等業務委託 

納入／履行場所 
横浜市戸塚斎場 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－８６４－７００１ 

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 １０２８０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚斎場定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市戸塚斎場 

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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－８６４－７００１ 

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 １０２８０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山斎場清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市久保山斎場 

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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）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 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－２３１－３０６０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２８０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野公園墓地清掃等委託 

納入／履行場所 
港南区日野中央一丁目１３番１号ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－６７１－２４５０ 

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 １０２８０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
恵風ホームごみ収集運搬委託 

納入／履行場所 
健康福祉局恵風ホーム 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 

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

において可決されることを条件とする。 

②平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 健康福祉局恵風ホーム 電話 ０４５－３３１－３１７４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２８０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
名瀬ホーム一般廃棄物収集運搬委託 

納入／履行場所 
健康福祉局名瀬ホーム 

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 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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し  

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０２８０３００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部斎場空気調和設備保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市南部斎場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）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 

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 ０４５－７８５－９４１１ 

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 １０２８０３００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部斎場空気調和設備保守点検業務委託 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 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 １０２８０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山斎場駐車場警備委託 

納入／履行場所 
横浜市久保山斎場 

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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－２３１－３０６０ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０２８０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
墓地・霊堂警備業務委託 

納入／履行場所 
日野公園墓地ほか 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 健康福祉局環境施設課 電話 ０４５－６７１－２４５０ 

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 １０２９０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場管理庁舎及び場内公衆便所清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 経済観光局運営課 電話 ０４５－７７９－２００３ 

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 １０２９０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場公衆便所清掃委託 

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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 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 １０２９０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場青果部内清掃委託 

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 

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） 

※ 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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 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 １０２９０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場水産物部内清掃委託 

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 

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） 

※ 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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 



横浜市報調達公告版 

                                 第 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        156

契約番号 １０２９０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場下水清掃防疫委託 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

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２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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０２９０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場電気設備保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２時５０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 経済観光局運営課 電話 ０４５－７７９－２００９ 

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 １０２９０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場冷凍設備運転監視委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場食肉市場 

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 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 

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 経済観光局運営課 電話 ０４５－５１１－０４４７ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        159

契約番号 １０２９０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場下水管等清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

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２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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車の車検証の写し又は引受証明書 

④汚泥吸引車であることが確認できる書類等 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 経済観光局運営課 電話 ０４５－７７９－２００３ 

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 １０２９０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場簡易専用水道点検委託 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 浄化槽・貯水槽清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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。 

発注担当課 経済観光局運営調整課 電話 ０４５－４５９－３３２５ 

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 １０２９０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
職能開発総合センター機械警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市職能開発総合センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）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 

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 経済観光局雇用創出課 電話 ０４５－６５１－２１９５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見公会堂清掃等委託 

納入／履行場所 
横浜市鶴見公会堂 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目において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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 鶴見区地域振興課 電話 ０４５－５１０－１６９１ 

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 １０３１０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区車道清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時５０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 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 １０３１０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区内親水水路清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区獅子ヶ谷二丁目１３番地先から２０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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １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 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７３ 

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 １０３１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
入江川せせらぎ緑道維持管理委託 

納入／履行場所 
鶴見区東寺尾一丁目１番地先から神奈川区西寺尾一丁目２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７３ 

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 １０３２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区施設清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時０５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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区市立保育園午睡用寝具乾燥消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立菅田保育園ほか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 クリーニング 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

可決されることを条件とする。 

発注担当課 神奈川区こども家庭支援課 電話 ０４５－４１１－７１４８ 

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 １０３２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区安全・安心まちづくりパトロール委託 

納入／履行場所 
神奈川区内全域 

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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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。 

発注担当課 神奈川区地域振興課 電話 ０４５－４１１－７０９５ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０３３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区西土木事務所庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
西区西土木事務所 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 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 １０３３０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区施設清掃委託 

納入／履行場所 
西区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 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 １０３４０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区車道清掃委託（その１） 

納入／履行場所 
中区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時５０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 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 １０３４０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区野毛ちかみち清掃委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目から花咲町２丁目地先まで 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 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 １０３４０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
吉浜町公園巡回警備委託 

納入／履行場所 
吉浜町公園 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０３５０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区車道清掃委託 

納入／履行場所 
南区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 

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 １０３５０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清水ヶ丘保育園他４園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市清水ケ丘保育園ほか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 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 クリーニング 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 南区こども家庭支援課 電話 ０４５－７４３－８２５０ 

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 １０３５０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園維持業務 

納入／履行場所 
六ツ川中央公園ほか 

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：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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４ 

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 １０３６０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内所管公園便所清掃業務 

納入／履行場所 
港南ふれあい公園ほか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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 １０３６０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区施設清掃委託 

納入／履行場所 
港南区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時０５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 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 １０３６０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内スクリーン点検清掃管理委託 

納入／履行場所 
港南区日野中央二丁目２番地ほか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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

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２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産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １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 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 １０３６０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町２８２番地先から１６０６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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 １０３６０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内遊水池維持管理委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町３１２番地先ほか１０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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０３６０３００１３ 

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・水路維持業務委託 

納入／履行場所 
港南土木管内一円 

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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）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 

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 １０３７０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷保育園ほか６園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市保土ケ谷保育園ほか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 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 クリーニング 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 保土ケ谷区こども家庭支援課 電話 ０４５－３３４－６２９７ 

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 １０３８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区車道清掃委託 

納入／履行場所 
旭区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時５０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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 

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 １０３８０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭土木管内水路維持管理委託 

納入／履行場所 
旭土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ８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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２時５５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 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 １０３９０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子・海の見える公園巡回開閉業務委託 

納入／履行場所 
磯子・海の見える公園 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 

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 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二課 
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契約番号 １０３９０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
磯子区峰町３６０番地から４９９番地先ほか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 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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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二課 
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契約番号 １０４００３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
金沢区金沢土木事務所 

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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４００３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区施設清掃委託 

納入／履行場所 
金沢区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４００３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区車道清掃委託 

納入／履行場所 
金沢区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４００３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区総合庁舎駐車場警備委託 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎駐車場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 

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

るため、特約約款、設計図書等を熟読のうえ、入札に参加すること。 

発注担当課 金沢区総務課 電話 ０４５－７８８－７７０８ 

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 １０４１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区新田緑道ほか１８公園公衆便所清掃委託 

納入／履行場所 
港北区新田緑道ほか１８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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 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 １０４１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区車道清掃委託 

納入／履行場所 
港北区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時５０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 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 １０４１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北保育園他７園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市港北保育園ほか７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 クリーニング 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 港北区こども家庭支援課 電話 ０４５－５４０－２２８０ 

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 １０４１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
新横浜駅前公園ほか 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０４１０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内河川水路維持管理委託 

納入／履行場所 
港北土木管内一円 

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：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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０４２０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
十日市場保育園ほか３園の午睡用寝具の乾燥・消毒 

納入／履行場所 
横浜市十日市場保育園ほか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 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 クリーニング 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 緑区こども家庭支援課 電話 ０４５－９３０－２３３１ 

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 １０４３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
青葉区総合庁舎ほか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 

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） 

※ 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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 青葉区総務課 電話 ０４５－９７８－２２２８ 

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 １０４３０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎空調自動制御機器点検保守委託 

納入／履行場所 
青葉区総合庁舎 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

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いずれかの営業種目に登録があること。準市内業者について 

は上記のいずれかの営業種目に第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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ２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 青葉区総務課 電話 ０４５－９７８－２２２８ 

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 １０４３０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区内北東部方面雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
青葉区荏田町４８７番地の２地先ほか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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０４３０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎植栽管理委託 

納入／履行場所 
青葉区総合庁舎ほか 

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 - 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 青葉区総務課 電話 ０４５－９７８－２２２８ 

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 １０４３０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
青葉区寺家町８８１番地先ほか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 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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 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 １０４４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
東方公園ほか３６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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 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 １０４４０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区施設清掃委託（その１） 

納入／履行場所 
都筑区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時０５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 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 １０４４０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区施設清掃委託（その２） 

納入／履行場所 
都筑区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時０５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 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 １０４４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区水面清掃等業務委託 

納入／履行場所 
山崎公園ほか 

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 道路・公園清掃 

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２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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １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 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 １０４４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区車道清掃委託 

納入／履行場所 
都筑区管内一円 

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 道路・公園清掃 

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２位までに登録があること。②車道清掃の業務実績を有する者。③ 

一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。④ロードスイ 

ーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し③車検証の写し又は引受証明書④ 

ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 ※③の車検証の写しの「車 

体の形状」欄において、「ロードスイーパー」及び「散水車」の記載がある場合は、提出 

書類④を省略することができる。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時５０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 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 １０４４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区総合庁舎中央監視装置点検保守委託 

納入／履行場所 
都筑区総合庁舎 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

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いずれかの営業種目に登録があること。準市内業者について 

は上記のいずれかの営業種目に第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。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２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 都筑区総務課 電話 ０４５－９４８－２２１３ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        209

契約番号 １０４４０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
江川雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
都筑区池辺町３２７７番地先から川向町１２６６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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 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 １０４５０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
駅前広場等清掃業務委託（戸塚駅周辺地区） 

納入／履行場所 
戸塚区内 

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 道路・公園清掃 

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２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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 戸塚区地域振興課 電話 ０４５－８６６－８４１１ 

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 １０４６０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区公園内便所清掃委託 

納入／履行場所 
本郷台公園ほか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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 １０４６０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
栄区本郷台四丁目２５番地ほか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 - 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 １０４７０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区総合庁舎総合管理業務委託 

納入／履行場所 
泉区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

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

２年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

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

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

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

予定のものを含む。）。 

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

員会に同法第９条の届出書を提出していること。 

提出書類 

①履行実績申告書（建物管理用） 

②警備業認定証の写し又は営業所設置等届出書の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２２年 ２月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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。 

③平成２２年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

④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 泉区総務課 電話 ０４５－８００－２３１４ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０４７０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
和泉川地蔵原の水辺維持管理業務委託 

納入／履行場所 
泉区和泉町３６２０番地先 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３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 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 １０４７０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区内河川環境施設管理委託（その１） 

納入／履行場所 
泉土木管内 

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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 １０４８０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
下瀬谷保育園他５園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市下瀬谷保育園ほか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 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 クリーニング 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 瀬谷区こども家庭支援課 電話 ０４５－３６７－５７６０ 

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 １０４８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
和泉川浄化施設維持管理委託 

納入／履行場所 
瀬谷区和泉川浄化施設 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 浄化槽・貯水槽清掃 

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２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産業廃棄物収集運搬業（汚泥、廃油）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １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 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 
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契約番号 １０５５０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
除細動ＤＰパッド（㈱フィリップス） ２６７箱 製品指定 

納入／履行場所 
安全管理局救急課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２２年 ８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 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２２年 ２月１９日（金）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 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

可決されることを条件とする。 

発注担当課 安全管理局救急課 電話 ０４５－３３４－６７７４ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        219

契約番号 １０５５０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ヘリポート航空照明施設保守点検委託 

納入／履行場所 
金沢区福浦三丁目２番地 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

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。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 安全管理局航空管制科 電話 ０４５－７８４－０１１９ 

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 １０７１０２０００４ 

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①（一般図書、週３回納入） １０，０００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 

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１９日（金）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１５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 １０７１０２０００５ 

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②（一般図書、週３回納入） １０，０００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 

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１９日（金）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１５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 １０７１０２０００６ 

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③（一般図書、週３回納入） １０，０００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 

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１９日（金）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１５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 １０７１０２０００７ 

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④（一般図書、週３回納入） １０，０００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 

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１９日（金）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１５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 １０７１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
教育文化センター総合管理業務委託 

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 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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 教育委員会事務局研究研修指導課 電話 ０４５－６７１－３７１２ 

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 １０７１０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
図書館資料等運搬業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館ほか１８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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０７１０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浦島小学校外３２校自家用電気工作物保安管理業務及び高圧受変電設備清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立浦島小学校ほか 

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 電気設備保守 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５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 １０７１０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大曽根小学校外２９校自家用電気工作物保安管理業務及び高圧受変電設備清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立大曾根小学校ほか 

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 電気設備保守 

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。 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５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 １０７１０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚高校ほか７校のＬＬ機器保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立戸塚高等学校ほか７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 通信設備保守 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 電話 ０４５－６７１－４３８９ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工業高校ＣＡＤ用コンピュータ保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立鶴見工業高等学校 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記営業種 

目の登録の有無は問わない。）。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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 電話 ０４５－６７１－４３８９ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０７１０３００５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
通学安全指導員配置業務委託 

納入／履行場所 
栄区内 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時５０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 教育委員会事務局学校計画課 電話 ０４５－６７１－３２５２ 

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 １０２２０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
炭酸ソーダ ３０２トン（概算）（合併案件その１） 

納入／履行場所 
資源循環局南本牧排水処理施設 

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 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１９日（金）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 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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．本案件は契約番号１０２２０２０００７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 資源循環局処分地管理課 電話 ０４５－３６４－１８５６ 

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 １０２２０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
炭酸ソーダ ４６トン（概算）（合併案件その２） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設 

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 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１９日（金）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 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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．本案件は契約番号１０２２０２０００６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１０２２０２０００６番に記載する。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 電話 ０４５－３６４－１８５６ 

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 １０２９０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場南部市場内警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

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 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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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本案件は契約番号１０２９０３００４０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 経済観光局運営課 電話 ０４５－７７９－２００３ 

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 １０２９０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場南部市場内不法投棄等監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

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 ―――――――――――― 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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本契約は「緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金交付対象事業」に係る契約であ 

るため、特約約款、設計図書等を熟読のうえ、入札に参加すること。 

③本案件は契約番号１０２９０３００３９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 経済観光局運営課 電話 ０４５－７７９－２００３ 

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 １０２９０３００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場内一般警備及びじんかい不法投棄等監視委託 

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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 

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１０２９０３００４２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 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 １０２９０３００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場内不法投棄等監視委託 

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 ―――――――――――― 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 

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

るため、特約約款、設計図書等を熟読のうえ、入札に参加すること。 

③本案件は契約番号１０２９０３００４１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 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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横浜市調達公告第 75 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 22 年２月９日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市栄区長 光 田 清 隆 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    栄区庁舎及び栄公会堂・スポーツセンターで使用する電力 約 1,592,900 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 

   栄区桂町 303 番地の 19 横浜市栄区庁舎 

   栄区桂町 279 番地の 29 横浜市栄公会堂及び横浜市栄スポーツセンター 

 (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 18 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 18 日（ただし実績調書等は平成 22 年２月 25 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒247-0005 栄区桂町 303 番地の 19 

横浜市栄区総務部地域振興課 

林 電話 045(894)8393（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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  横浜市栄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/sakae/ 

  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９日から平成 22 年３月５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 

〒247-0005 栄区桂町 303 番地の 19 

横浜市栄区総務部地域振興課（４階 45 窓口） 

電話 045(894)8393（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 24 日午前 10 時 30 分 

〒247-0005 栄区桂町 303 番地の 19  

２号会議室（栄区庁舎本館４階） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 23 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. 1,592,900kwh of electricity consumed 

   by Yokohama City Sakae Ward Office and Sakae Public Hall･Sports Center 

(2) Date of tender: 10:30 a.m. , 24 March, 2010 

(3) Contact point for the notice:  Regional Promotion Division, Sakae Ward Office，City of 

   Yokohama, 303-19 Katura-cho, Sakae-ku, Yokohama, 247-0005, TEL 045(894)8393 
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横浜市調達公告第 76 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９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 

    横浜市教育文化センターで使用する電力 約 1,570,000 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 

   中区万代町１丁目１番地 

   横浜市教育文化センター 

 (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 18 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 18 日（ただし、実績調書等は平成 22 年２月 25 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0031 中区万代町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局教育センター研究研修指導課（横浜市教育文化センター８階） 

杉田 電話 045(671)3700（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入札情報ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/nyusatsu/index.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９日から平成 22 年３月５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 

〒231-0031 中区万代町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局教育センター研究研修指導課（横浜市教育文化センター８階） 

電話 045(671)3700（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月 25 日午前 11 時  

〒231-0031 中区万代町１丁目１番地 

横浜市教育文化センター５階 503 研修室 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月 24 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. 1,570,000kwh of electricity consumed 

by Yokohama City Education and Culture Center 

(2) Date of tender: 11:00a.m. , 25 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Research Training and Guidance Division ， Center for 

Educational Research, Board of Education Secretariat, City of Yokohama， 1-1 Bandai-cho， 

Naka-ku， Yokohama， 231-0031， TEL 045(671)3700 
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横浜市調達公告第 77 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９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 

横浜市教育情報ネットワークシステム運用業務委託 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 

横浜市教育委員会事務局学校教育部情報教育課ほか（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格  

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業

務」の「細目Ａ システム開発・保守・運用」に登録が認められている者で、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 17 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入札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) ユーザアカウント数30,000以上の公共機関のネットワークシステムの運用業務実績を有する者であ

ること。 

(5) 公的な資格を有するネットワーク技術者が複数名在籍し、問題等が発生した際に即日対応可能な体

制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 17 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 

横浜市教育委員会事務局学校教育部情報教育課（横浜市教育文化センター７階） 

村田 電話 045(671)3776（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 

横浜市教育委員会事務局入札情報ページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/nyusatsu/index.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９日から平成 22 年２月 24 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 

横浜市教育委員会事務局学校教育部情報教育課（横浜市教育文化センター７階） 

電話 045(671)3776（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成 22 年３月２日午前 11 時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局学校教育部情報教育課視聴覚室（横浜市教育文化センター７階） 

ただし、郵送による入札については、平成 22 年３月１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) 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) 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 

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: Operation and maintenance outsourcing of Yokohama City 

   educational information network system 

(2) Date of tender: 11:00 a.m., 2 March, 2010 

(3) Contact point for the notice: Information Technology Education Division, Board of 

   Education Secretariat，City of Yokohama, 1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 

   045(671)3776 
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水道局調達公告第16号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「水道用次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素12％）461トン（概算）」ほか18件の契約について

、一般競争入札を行う。 

平成 22 年２月９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。 

水 道 局 
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(4) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参

加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(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
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手続により落札者を決定する。 

(7) (4)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当

該落札候補者に通知する。 

(8) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格

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 １０５２０２００８１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素１２％） ４６１トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局川井浄水場ほか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 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１９日（金）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 ２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 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 



横浜市報調達公告版 

                                 第 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        247

契約番号 １０５２０２００８２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用粉末活性炭 １２，０００キログラム（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 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 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１９日（金）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 ２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 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 １０５２０２００８３ 

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％） ９０５トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局川井浄水場ほか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 - 

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１９日（金）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 ２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 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 １０５２０２００８４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高分子凝集剤（ポリマー） ３，５００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

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 - 

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１９日（金）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 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 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 １０５２０２００８５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用濃硫酸（９３％） ５２０トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

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 - 

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１９日（金）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 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 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 １０５２０２００８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用濃硫酸（９３％） ４９０トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場 

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 - 

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１９日（金）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 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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        252

契約番号 １０５２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部給水維持課戸塚事務所清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局南部給水維持課戸塚事務所 

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１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２３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１８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 水道局南部給水維持課 電話 ０４５－８７１－６４６１ 

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 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        253

契約番号 １０５２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川井浄水場清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局川井浄水場 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 １０５２０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南・栄地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局港南・栄地域サービスセンター 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 水道局港南・栄地域サービスセンター 電話 ０４５－８４１－６４５１ 

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 １０５２０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中・南地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局中・南地域サービスセンター 

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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局中・南地域サービスセンター 電話 ０４５－６５１－３１４１ 

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 １０５２０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭・瀬谷地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局旭・瀬谷地域サービスセンター 

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２５日（木）午前 ９時００分から 

平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ３月 １日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

おいて可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局旭・瀬谷地域サービスセンター 電話 ０４５－９５２－６０４１ 

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 １０５２０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館清掃作業委託 

納入／履行場所 
横浜市水道局水道記念館 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 水道局総務課 電話 ０４５－３７１－１６２１ 

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 １０５２０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子・金沢地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局磯子・金沢地域サービスセンター 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 水道局磯子・金沢地域サービスセンター 電話 ０４５－７５３－２０５１ 

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 １０５２０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「はまっ子どうし ＴｈｅＷａｔｅｒ」配送業務委託 

納入／履行場所 
南区中村町４丁目３０５番地から各配送先（全国） 

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 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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 水道局横浜の水プロモーション担当 電話 ０４５－６７１－３９６３ 

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 １０５２０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館ほか２０か所電気設備点検委託 

納入／履行場所 
横浜市水道局水道記念館ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 電気設備保守 

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。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４日（水）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６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 ０４５－３３７－０８４４ 

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 １０５２０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場ほか除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 １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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ３時２５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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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契約番号 １０５２０３００７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館機械警備委託 

納入／履行場所 
横浜市水道局水道記念館 

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 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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 

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 水道局総務課 電話 ０４５－３７１－１６２１ 

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 １０５２０３００８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高塚配水池ほか除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局高塚配水池ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２２年 ４月 １日から平成２３年 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：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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６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 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                 第 10 号 平成 22 年２月９日発行 

                                                    

                        264

契約番号 １０５２０３００８１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青山水源事務所管内除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局青山水源事務所（相模原市内）ほか 

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２４日（水）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２６日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２６日（金）午後 ３時２０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 ０４２－７８４－０６３３ 

契約事務担当課 行政運営調整局契約第二課 
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交通局調達公告第 11 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９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 

   大型ノンステップバス 66 台の購入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

  平成 22 年６月１日から平成 22 年８月 31 日まで 

 (4) 納入場所 

   横浜市交通局自動車本部保土ケ谷営業所ほか９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 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「自動車」に登録

が認められている者であること。           

  (3) 平成 22 年２月 19 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 19 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）      

松永 電話 045 (671) 2249（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９日から平成 22 年３月４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 

横浜市交通局自動車本部運輸課（関内中央ビル９階） 

電話 045(671)3198（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 18 日から平成 22 年３月 23 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後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 24 日午前 10 時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市行政運営調整局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 22 年３月 23 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 24 日午前 10 時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 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 

 (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                                             

   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                             
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 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 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 66 large Non-step buses 

(2) Deadline for the tender:10:00 a.m., 24 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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交通局調達公告第12号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「滝頭営業所他３営業所事務所清掃及び車両清掃等業務」ほか４件の契約について、一般競

争入札を行う。 

平成 22 年２月９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 １０５３０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
滝頭営業所他３営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局滝頭営業所ほか 

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２３日（火）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２５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 交通局滝頭営業所 電話 ０４５－７５１－５５４８ 

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 １０５３０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局車両検修設備保守委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地ほか 

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１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

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横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記営業種 

目の登録の有無は問わない。）。②車両検修設備の保守業務の実績を有する者。 

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２２日（月）午前 ９時００分から 

平成２２年 ２月２４日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２２年 ２月２４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 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 １０５３０４０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寝具 一式の借入（駅務管理所） 

納入／履行場所 
交通局駅務管理所ほか４０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 寝具賃貸 

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 

②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 

提出書類 

賃貸借契約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１９日（金）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 交通局駅務管理所 電話 ０４５－６６４－０８５６ 

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 １０５３０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寝具 一式の借入（自動車本部１０営業所） 

納入／履行場所 
交通局鶴見営業所ほか９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 寝具賃貸 

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 

②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 

提出書類 

賃貸借契約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１９日（金）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 交通局鶴見営業所 電話 ０４５－５０１－０７０１ 

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 １０５３０４０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寝具 一式の借入（総合司令所ほか１５か所） 

納入／履行場所 
交通局総合司令所ほか１５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 寝具賃貸 

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 

②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 

提出書類 

賃貸借契約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１９日（金）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 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 

 


