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第９号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（「ごみと資源物の分け方・出し方」（日本語版リーフレット）500,000部の印刷 ほか４件）･･････２ 

△ 同（鶴見・神奈川・港北区照明灯設備保守委託 ほか 148 件）･･････････････････････････････････10 
 
【水道局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（西・保土ケ谷地域サービスセンターほか５か所機械警備業務委託 ほか４件）････････････････184 

 
【交通局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（舞岡駅ほか57か所排水槽その他清掃業務委託 ほか10件）･･････････････････････････････････192 
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横浜市調達公告第86号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「「ごみと資源物の分け方・出し方」（日本語版リーフレット）500,000部の印刷」ほか４件

の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年２月 15 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 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。 

(2) 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「so-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。 

調 達 公 告 
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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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号ま

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札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、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札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に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 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、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 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

者について、(1)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

。 

(6) (1)において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

がないとき若しくは(2)イ又は(5)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(5)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。 
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(7) (4)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（(2)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「so-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、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)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。 

(9) 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(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)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) 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。 

 (7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争

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

要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １０２２０２０８５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「ごみと資源物の分け方・出し方」（日本語版リーフレット） ５００，０００部の印刷 

納入／履行場所 
資源循環局業務課ほか３７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 カラー印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②４色機以上の印刷機を保有していること 

。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０８５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「ごみと資源物の分け方・出し方」パンフレット英語版 １５，５００部ほかの印刷 

納入／履行場所 
資源循環局業務課ほか４５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 カラー印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②４色機以上の印刷機を保有していること 

。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０８５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「ごみと資源物の分け方・出し方」リーフレット英語版 ３９，０００部ほかの印刷 

納入／履行場所 
資源循環局業務課ほか４４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 カラー印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②４色機以上の印刷機を保有していること 

。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２７０２０１４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
コーケンベビー（男の子）（高研） ９体ほか 同等品可 

納入／履行場所 
鶴見区こども家庭支援課ほか１１か所 

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 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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２８０２０５７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
陰圧ユニット（循環タイプ）（アイソテック） ２台 製品指定 

納入／履行場所 
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 健康福祉局健康安全課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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横浜市調達公告第87号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「鶴見・神奈川・港北区照明灯設備保守委託」ほか148件の契約について、一般競争入札を

行う。 

平成 23 年２月 15 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 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23・24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。 

(2) 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「so-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。 

(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。 
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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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号ま

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札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、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札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に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 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、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 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

者について、(1)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

。 

(6) (1)において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

がないとき若しくは(2)イ又は(5)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(5)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。 

(7) (4)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（(2)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
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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「so-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、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)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。 

(9) 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(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)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) 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。 

 (7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争

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

要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１１２０３００１１ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１２０３００１８ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１２０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷・旭・保土ケ谷区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
瀬谷、旭及び保土ケ谷区内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１２０３００３３ 

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８０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大黒ふ頭緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭中央・西緑地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アメリカ山公園ほか１公園維持業務委託 

納入／履行場所 
アメリカ山公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川向ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局川向ポンプ場ほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２９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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２３ 

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２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２９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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２４ 

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緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センターほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２９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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２５ 

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２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月 ９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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２６ 

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緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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 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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局保土ケ谷ポンプ場ほか４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月１６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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２８ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００３２ 

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２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２９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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
潮田ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局潮田ポンプ場ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２９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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００３４ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００３６ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ３時００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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園フランス山地区巡回警備業務委託 

納入／履行場所 
港の見える丘公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランモール公園他１公園巡回警備業務委託 

納入／履行場所 
グランモール公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水質試験試料等運搬業務委託 

納入／履行場所 
中部水再生センター 他１０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
東横フラワ－緑道高島山トンネル機械警備業務委託 

納入／履行場所 
東横フラワー緑道高島山トンネル 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２６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１８年４月１日以降に元請として 

１年以上継続して履行した実績（平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

③平成２３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 環境創造局設備課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００５６ 

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硫黄ケーキ運搬業務委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４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横浜市及び千葉県の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横浜市及び千葉県の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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        35

契約番号 １１２１０３００５８ 

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硫黄ケーキ運搬業務委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４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横浜市及び千葉県の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横浜市及び千葉県の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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００７７ 

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 
環境創造局新羽ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００７８ 

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 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００８０ 

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放流渠等浮遊物除去業務委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００８５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大岡ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
南区大岡三丁目６番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００８８ 

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 
神奈川区新浦島１番地１ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末吉ポンプ場等放流樋管点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北末吉ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ７月２９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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１６４ 

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公園維持業務委託 

納入／履行場所 
金沢区富岡東二丁目９番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１６５ 

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（前期） 

納入／履行場所 
中区山手町１１４ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１７０ 

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（前期分） 

納入／履行場所 
神奈川区大野町１番地４ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        45

契約番号 １１２１０３０１７４ 

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 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１８１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園他１０公園公衆便所清掃業務委託（前期分） 

納入／履行場所 
三ツ沢公園ほか１０公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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Ｂの等級に格付けされている者。 

（２）平成１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時１０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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１８２ 

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２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時１５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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        48

契約番号 １１２２０２００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スケール防止剤（栗田工業） ３，０００キログラム（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００２４ 

件名 スケール防止剤（栗田工業） ３，０００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
苛性ソーダ（鶴見曹達） ３３１トン（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設ほか４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        51

契約番号 １１２２０２００２５ 

件名 苛性ソーダ（鶴見曹達） ３３１トン（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３８％） ３９，０００キログラム（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００２６ 

件名 塩化第二鉄（３８％） ３９，０００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アンモニア水（２５％） １２１，０８５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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特殊反応助剤（クニミネ工業） １４２，８５２キログラム（概算） 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００２８ 

件名 
特殊反応助剤（クニミネ工業） １４２，８５２キログラム（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） １２６箱（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００２９ 

件名 
清缶剤（栗田工業） １２６箱（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，４００キログラム（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３０ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，４００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
活性炭 ９，０００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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩酸（３５％） ３７，４００キログラム（概算）ほか 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
冷却水処理剤（栗田工業） １，２６０キログラム（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３３ 

件名 
冷却水処理剤（栗田工業） １，２６０キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，１００キログラム（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３４ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，１００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
脱臭剤（新エポリオン） １８箱（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局北部事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局北部事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３５ 

件名 
脱臭剤（新エポリオン） １８箱（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（鶴見曹達） ８１トン（概算） 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３６ 

件名 
塩化第二鉄（鶴見曹達） ８１トン（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
メタノール（ゴードー） ４０トン（概算） 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３７ 

件名 
メタノール（ゴードー） ４０トン（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３８％） ２５，９００キログラム（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３８ 

件名 
塩化第二鉄（３８％） ２５，９００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
苛性ソーダ（鶴見曹達） １１７トン（概算） 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００３９ 

件名 
苛性ソーダ（鶴見曹達） １１７トン（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００４０ 

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 ６４トン（概算） 

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２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        78

契約番号 １１２２０２００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
硫酸アルミニウム（大明化学工業） １０６トン（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局川井排水処理施設ほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００４１ 

件名 
硫酸アルミニウム（大明化学工業） １０６トン（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，６７１キログラム（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００４２ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，６７１キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スライム・スケール防止剤（栗田工業） ７１０キログラム（概算） 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００４３ 

件名 
スライム・スケール防止剤（栗田工業） ７１０キログラム（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子） １，４６０リットル（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００４４ 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子） １，４６０リットル（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
防虫剤（住化エンビロサイエンス） ６０本（概算）ほか 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００４５ 

件名 
防虫剤（住化エンビロサイエンス） ６０本（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        88

契約番号 １１２２０２００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩酸（３５％） １６，３１２キログラム（概算）ほか 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
硫酸（京浜化成品センター） ６１トン（概算） 同等品可 

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２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００４７ 

件名 
硫酸（京浜化成品センター） ６１トン（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０２００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
助剤 １２，０００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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本市施設蛍光管・乾電池収集運搬業務委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２９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横浜市及び神奈川県の産業廃棄物収集運搬業（汚泥、金属くず、ガラスくず及び陶磁器 

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産業廃棄物収集運搬業許可証（横浜市及び神奈川県）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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００６８ 

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（関内駅南口 上半期） 

納入／履行場所 
関内駅南口 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００６９ 

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（鶴見駅周辺地区） 

納入／履行場所 
鶴見区内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
産業廃棄物等の分析委託（産業廃棄物排出事業者指導） 

納入／履行場所 
資源循環局産業廃棄物対策課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ３時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ７回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局産業廃棄物対策課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アクア新橋水質等調査委託 

納入／履行場所 
資源循環局資源政策課（保土ケ谷区狩場町）ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局資源政策課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        97

契約番号 １１２２０３００７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南本牧廃棄物 終処分場環境調査委託 

納入／履行場所 
中区南本牧４番地ほか１５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局資源政策課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水質調査委託 

納入／履行場所 
泉区池の谷３９４９番１ほか５３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局資源政策課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（鶴見区・神奈川区・港北区）【前期分】 

納入／履行場所 
花月園前駅構内公衆トイレほか１０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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Ｂの等級に格付けされている者。 

（２）平成１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず）を受けて 

いる者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（西区１・中区１・南区）【前期分】 

納入／履行場所 
久保山公衆トイレほか１２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず）を受けて 

いる者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（西区２・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区）【前期分】 

納入／履行場所 
西平沼橋公衆トイレほか１３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず及びガラスくず）を受けて 

いる者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００８３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南本牧排水処理施設活性炭再生委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４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 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

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強力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強力吸引車の車検証の写し又は引受証明書 

③強力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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ７回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００８５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場出入口監視業務委託（緊急雇用） 

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２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

③この契約は、「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 資源循環局業務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保育・指導員服上衣（冬）（ユニ・コーポレーション） ４５０着ほか 同等品可 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第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２３年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）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 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２５日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送信 

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

２．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提 

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 総務局職員健康課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
難燃性作業服上衣特寸・１号（自重堂） １１着ほか 同等品可 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ５月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第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２３年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７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 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２５日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送信 

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

２．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提 

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 総務局職員健康課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０２００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保育・指導員服訪問用作業衣上衣（夏）Ｐ（東レ） ２７３着ほか 同等品可 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ７月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第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２３年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）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 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月２５日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール（送信 

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

２．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「衣服・帽子の入札における提 

出書類について」を確認すること。 

発注担当課 総務局職員健康課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０３０００４ 

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 
総務局情報システム課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

発注担当課 総務局情報システム課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２６０３０００１ 

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 
市民局広報課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

発注担当課 市民局広報課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３０００４ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３ 

年３月３１日までに横浜市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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３０００９ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００１０ 

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 
久保山斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉保健センター排水水質測定検査委託（１８か所分） 

納入／履行場所 
鶴見区福祉保健センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局福祉保健課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２９０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場地下排水槽等清掃委託 

納入／履行場所 
経済観光局中央卸売市場本場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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・貯水槽等清掃 

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。 

③一般廃棄物収集運搬業（浄化槽汚泥等のし尿を含む汚泥）の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

⑤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 

④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 

⑤汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書 

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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １１回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３１０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区施設清掃委託（その１） 

納入／履行場所 
鶴見区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市場旧東海道公園ほか１０公園公衆便所清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区市場下町１１番ほか１０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
統一地方選挙における開票所の設営及び撤去委託（鶴見区） 

納入／履行場所 
横浜市鶴見スポーツセンター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ４月１１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 イベント企画運営等 

格付等級 - 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 鶴見区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３２０３０００１ 

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・安心街づくりパトロール委託事業 

納入／履行場所 
神奈川区内全域 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３２０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区総合庁舎消防設備等保守点検委託 

納入／履行場所 
神奈川区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 消防設備保守 

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。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 神奈川区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３２０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区入江町公園ほか２２公園公衆便所清掃業務委託（前期） 

納入／履行場所 
入江町公園ほか２２公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３４０３０００２ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
中区海岸通りほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月２２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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区街路樹維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
中区大岡川プロムナードほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月２２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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        123

契約番号 １１３４０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区寿町清掃委託（前期分） 

納入／履行場所 
中区寿町 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園維持業務委託 

納入／履行場所 
南区内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３５０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区施設清掃委託 

納入／履行場所 
南区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３５０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園内便所清掃委託（その１） 

納入／履行場所 
蒔田公園ほか９公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３６０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
港南区上永谷５丁目１番地先から７番地先までほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３６０３０００５ 

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２丁目２番地ほか１２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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（廃プラ類、金属くず、ガラスくず等）の許可を受けている者又 

は平成２３年３月１日までに取得予定である者。 

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 

※②について、産業廃棄物収集運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者 

は、平成２３年３月７日午後５時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３７０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
保土ケ谷土木管内（北部） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３７０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区仏向町１５２５番地から１５５２番地先までほか４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭土木管内河川・水路維持管理委託（その１） 

納入／履行場所 
旭土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年１０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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区施設清掃委託 

納入／履行場所 
旭区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３８０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
鶴ヶ峰公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時４５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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３９０３０００１ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３９０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
統一地方選挙開票所設営及び撤去業務委託（磯子区） 

納入／履行場所 
横浜市磯子スポーツセンター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ４月１１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 イベント企画運営等 

格付等級 - 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 磯子区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４００３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区図書返却サービスに係る回収・配送及び返却処理業務委託 

納入／履行場所 
金沢文庫駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

発注担当課 金沢区区政推進課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４００３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内親水水路維持管理委託（その２） 

納入／履行場所 
金沢区富岡西七丁目１９番地先ほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４１０３００１０ 

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 
新田緑道ほか１８公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時５０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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
緑区新治町地内ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内スクリーン点検掃除委託 

納入／履行場所 
緑区青砥町１０６４番地ほか３９か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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（廃プラ類、金属くず、ガラスくず等）の許可を受けている者又 

は平成２３年３月１日までに取得予定である者。 

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 

※②について、産業廃棄物収集運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者 

は、平成２３年３月７日午後５時までの提出とする。 

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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４２０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
緑区新治町８５５番地先から１０００番地先までほか４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４２０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区施設清掃委託 

納入／履行場所 
緑区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

発注担当課 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４３０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎消防用設備等点検保守業務委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 消防設備保守 

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。 

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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４３０３０００７ 

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２地先ほか２３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４３０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区施設清掃委託 

納入／履行場所 
青葉区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４３０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
鴨志田公園ほか４３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ９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１８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 

３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者。 

提出書類 

１ 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。 

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２３年 ３月 ３日（木）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ７日（月）午後 １時５５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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内スクリーン点検清掃管理委託 

納入／履行場所 
都筑区南山田町４７００番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月２３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（廃プラ類、金属くず、ガラスくず等）の許可を受けている者又 

は平成２３年３月１日までに取得予定である者。 

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 

※②について、産業廃棄物収集運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者 

は、平成２３年３月７日午後５時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        148

契約番号 １１４４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山田富士公園ほか３公園清掃等業務委託 

納入／履行場所 
山田富士公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ４月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及 

び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書②産業廃棄物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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４５０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚土木管内遊水池維持管理委託 

納入／履行場所 
戸塚土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４５０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区公園園内清掃等業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区秋葉町２０９番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４５０３００１０ 

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 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４６０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区街路樹維持業務委託 

納入／履行場所 
栄土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４６０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
栄土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４６０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区施設清掃委託 

納入／履行場所 
栄区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４６０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区車道清掃委託 

納入／履行場所 
栄区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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産業廃棄物 

収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予定である者。⑤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産業廃棄物収集運搬業許可証の 

写し④車検証の写し又は引受証明書⑤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について、産業廃棄物収集運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予 

定である者は、平成２３年３月７日午後５時までの提出とする。※④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⑤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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４７０３０００１ 

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設備保守点検業務委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３ 

年３月３１日までに横浜市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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４７０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
いずみ台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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 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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４７０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
いずみ台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４７０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
泉区上飯田町２６５６番地先から３５９０番地先までほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４７０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区内水路緑地管理委託 

納入／履行場所 
日向山緑道ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４７０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区施設清掃委託 

納入／履行場所 
泉区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４８０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区街路樹維持業務委託 

納入／履行場所 
瀬谷区二ツ橋町楽老通りほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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：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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４８０３０００３ 

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２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 浄化槽・貯水槽等清掃 

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）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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４８０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区施設清掃委託 

納入／履行場所 
瀬谷区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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 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。③産業廃棄物収集運搬業許可（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）を受けている者又は平成２３年３月１日までに取得予 

定である者。 

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 ※②について、産業廃棄物収集 

運搬業許可を平成２３年３月１日までに取得予定である者は、平成２３年３月７日午後５ 

時までの提出とする。 

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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５５０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
感染性廃棄物処理委託 

納入／履行場所 
横浜市鶴見消防署ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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特別管理産業廃棄物収集運搬業（感染性産業廃棄物）の許可を受けている者。 

④特別管理産業廃棄物処分業（感染性産業廃棄物）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③特別管理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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 消防局救急課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１６１０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
共通物品 油性ボールペン（パイロット） １５，３００本（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市各部署（市内全域） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 会計室審査課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１６１０２０００２ 

件名 
共通物品 油性ボールペン（パイロット） １５，３００本（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①同等品による入札については、入札期間の初日の３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「so-situmonsho@city 

.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに 

直接行う（随時）。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１７１０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（荒目・中目・細目 北部地区） ２４０立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立大曾根小学校ほか１３０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（荒目・中目・細目 南部地区） ２５５立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立上大岡小学校ほか１５３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（荒目・中目・細目 東部地区） １６５立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立旭小学校ほか１１５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（荒目・中目・細目 西部地区） １８０立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立新井小学校ほか１１０か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１５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入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３０００２ 

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 
栄区庄戸小学校通学路 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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２３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 ２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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
行政サービスコーナーでの図書取次サービス事業に伴う図書搬送業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３００１０ 

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機器年間保守及び定期点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立戸塚高校ほか７校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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事支援第一課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本郷特別支援学校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立本郷特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南図書館ほか清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市南図書館ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特別支援教育総合センター清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市特別支援教育総合センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食廃食用油 ７２，３１１ｋｇ（概算）の売払 

納入／履行場所 
鶴見区 末吉小学校 ほか９２校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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：廃油】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。②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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７５０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市会議員き章 １００個ほか 

納入／履行場所 
議会局総務課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ４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 バッチ・旗・天幕 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 議会局総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２６０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
地紋紙（市民局分） 約６，６８５，０００枚の印刷（合併案件その１） 

納入／履行場所 
市民局窓口サービス課ほか３１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ９回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 市民局窓口サービス課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２６０２０００３ 

件名 
地紋紙（市民局分） 約６，６８５，０００枚の印刷（合併案件その１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

①当該案件については住民票の写し及び税務証明書等を用途としていることから、偽造防 

止技術（ラインスクリーン加工・実線グラデーション加工・ラインエンボス加工又は同じ 

技術・形態）を用いた印刷であり、詳細は地紋紙仕様書及び偽造防止印刷技術見本を確認 

すること。 

②入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

④本案件は契約番号１１２５０２００２２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。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２５０２００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
地紋紙（総務局分） 約１，１５０，０００枚の印刷（合併案件その２） 

納入／履行場所 
総務局税務課ほか２３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月 ５日まで 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２８日（月）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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 総務局税制課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０２００２２ 

件名 
地紋紙（総務局分） 約１，１５０，０００枚の印刷（合併案件その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

本案件は契約番号１１２６０２０００３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１１２６０２０００３番に記載する。 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第19号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「西・保土ケ谷地域サービスセンターほか５か所機械警備業務委託」ほか４件の契約につい

て、一般競争入札を行う。 

平成 23 年２月 15 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23・24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。 

(2) 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「so-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

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

(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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号ま

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札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、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札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に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 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、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 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

者について、(1)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

。 

(6) (1)において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

がないとき若しくは(2)イ又は(5)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(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無
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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。 

(7) (4)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（(2)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「so-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、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)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。 

(9) 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(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)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) 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。 

 (7) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                  第９号 平成 23 年２月 15 日発行 

                                                    

                        187

契約番号 １１５２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西・保土ケ谷地域サービスセンターほか５か所機械警備業務委託 

納入／履行場所 
水道局西・保土ケ谷地域サービスセンターほか５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２８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１８年４月１日以降に元請として 

１年以上継続して履行した実績（平成２３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日までに横浜市議会 

において可決されることを条件とする。 

③平成２３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 水道局サービス推進課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００１６ 

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２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館樹木管理等作業委託 

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２３年 ４月 １日から平成２４年 ２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：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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００２０ 

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 
相模原市緑区青山３４８２番地ほか１４か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 １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 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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
相模原沈澱事務所管内除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
相模原市南区下溝２２８５番地ほか１２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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交通局調達公告第14号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「舞岡駅ほか57か所排水槽その他清掃業務委託」ほか10件の契約について、一般競争入札を

行う。 

平成 23 年２月 15 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23・24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。 

(2) 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「so-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

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

(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ける代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣ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

入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第５号ま

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

ア 当該入札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、その者を落札候補者とし、

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

イ 当該入札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に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 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、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第６号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

(5) 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

者について、(1)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

。 

(6) (1)において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

がないとき若しくは(2)イ又は(5)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(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無
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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。 

(7) (4)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（(2)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「so-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、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

(8) (5)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。 

(9) 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(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)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) 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。 

(7) 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 １１５３０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
舞岡駅ほか５７か所排水槽その他清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄舞岡駅ほか５７か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２６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・貯水槽等清掃 

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。 

③一般廃棄物収集運搬業（浄化槽汚泥等のし尿を含む汚泥）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 

②一般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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 

①入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日ま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本案件は複数年契約（債務負担行為に係る契約）である。履行期間の総額（消費税抜き 

）で入札すること。 

発注担当課 交通局建築課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道換気設備保守点検委託 

納入／履行場所 
高速鉄道あざみ野駅ほか４３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２６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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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入札参加資格については、平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。②この契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３ 

年３月３１日ま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本案件は複数年 

契約（債務負担行為に係る契約）である。履行期間の総額（消費税抜き）で入札すること 

。 

発注担当課 交通局建築課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス営業所排水水質検査業務委託 

納入／履行場所 
交通局本牧営業所ほか９か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 ３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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局本牧営業所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川和乗務管理所及び乗務員仮泊駅寝室等清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局川和乗務管理所ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
総合司令所清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局総合司令所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上永谷乗務管理所・新羽出張所所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷乗務管理所ほか１１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上永谷信号扱所清掃業務委託及び、能力開発センター清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷信号扱所ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑・若葉台営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局緑営業所ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局保土ヶ谷営業所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局新羽車両基地建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
港北区北新横浜一丁目１２番１号 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３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 

１ 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

いて可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局上永谷検修区等建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ２月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 １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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局川和車両基地総合事務所ほか清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局川和車両基地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４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１８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 

３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２３年 ３月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２３年 ３月 ３日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ３月 ３日（木）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 入札参加資格については、平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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 

契約事務担当課 総務局契約第二課 

 


