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第７号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
（「広報よこはま」区版と市版 約18,768,800部の印刷）･･････････････････････････････････････２ 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （都橋架替工事（その９） ほか28件）･･････････････････････････････････････････････････････５ 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
（ノートパソコン 370台の購入（Ａ） ほか１件）･･････････････････････････････････････････41 

△ 同（ポリ塩化アルミニウム溶液（濃度 10％） 約 1,044,000 キログラムの購入）･････････････････44 

△ 同（液体かせいソーダ（濃度 48％） 約 620 トンの購入 ほか１件）･･･････････････････････････47 

△ 同（アンモニア水 約 312,000 キログラムの購入 ほか２件）･･････････････････････････････････50 

△ 同（高反応性消石灰 約 387,845 キログラムの購入）･･････････････････････････････････････････53 

△ 同（高反応性消石灰 約 822,000 キログラムの購入 ほか１件）････････････････････････････････56 

△ 同（高反応性消石灰 約 550,350 キログラムの購入 ほか１件）････････････････････････････････59 

△ 同（白灯油 約 90,000 リットルの購入）･････････････････････････････････････････････････････62 

△ 同（白灯油 約 198,000 リットルの購入）････････････････････････････････････････････････････65 

△ 同（白灯油 約 252,000 リットルの購入）････････････････････････････････････････････････････68 

△ 同（コピー用紙Ａ４ 約 14,000 箱の購入）･･･････････････････････････････････････････････････71 

△ 同（高性能複写機 １台の借入）････････････････････････････････････････････････････････････74 

△ 同（デジタル複合機 19 台の借入）･････････････････････････････････････････････････････････77 

△ 同（介護保険システム２本番用サーバ機器 一式の借入）･･････････････････････････････････････80 

△ 同（「広報よこはま」等運送委託（北部地域） 一式 ほか３件）･･････････････････････････････83 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（2010年日本ＡＰＥＣ横浜開催記録集 800部の印刷 ほか９件）･･････････････････････････････86 

△ 同（新横浜駅前立体横断施設昇降機監視委託 ほか 161 件）････････････････････････････････････99 
 
【水道局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （第一戸塚線口径500ｍｍ配水管新設工事（その２） ほか４件）･･････････････････････････････276 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（水道用ポリ塩化アルミニウム（10％） 951トン（概算） ほか21件）･･･････････････････････285 

 
【交通局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （滝頭営業所鉄部塗装工事 ほか１件）･････････････････････････････････････････････････････310 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（保土ケ谷・浅間町営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 ほか７件）････････････････････････316 

 
【病院経営局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
（横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約4,730,000キロワットアワーの供給）･････････327 

 
【その他】 

△ 特定調達契約に係る公募型プロポーザル手続の開始 
（生活保護システム開発業務委託 一式）･･････････････････････････････････････････････････330 
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横浜市調達公告第 61 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 23 年２月１日 

                      契約事務受任者 

                             横浜市副市長 大 場 茂 美 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量                                           

   「広報よこはま」区版と市版 約 18,768,800 部の印刷 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 納入期間 

    平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

 (4) 納入場所 

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

  (5) 納入方法 

      入札説明書による。 

(6) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。  

(7) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格                                

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

認を受けなければならない。                 

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

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

 (2) 平成 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）において「オフセット印

刷」に登録が認められている者であること。           

  (3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指

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

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

(5) オフセット輪転機を有する者であること。 

３ 入札参加の手続                                                

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間  

入札説明書による。                                     

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

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階）      

森下 電話 045 (671) 2249（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                         

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

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

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。               

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等                 

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

 覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市市民局広報相談サービス部広報課（市庁舎２階） 

電話 045(671)2332（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

(ｱ)  入札日時 

        平成 23 年３月 15 日午後４時 30 分 

(ｲ)  入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 23 年３月 15 日午後４時 30 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

 (6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定                                             

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

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

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

 いずれも免除する。                                       

11 契約金の支払方法                             

 (1) 前金払 

   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 
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(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。   

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Printing of approx. 18,768,800 copies of Yokohama City 

  Newspaper “Koho Yokohama” 

(2) Deadline for the tender: 4:30 p.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of 

  Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第 62 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「都橋架替工事（その９）」ほか 28 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成23年２月１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工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有する者 

  であること。 

 (2) 平成 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

 (3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け 

  ていない者であること。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

 (6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入 

  札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

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

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡

し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また 

 、郵便による入札は認めない。 

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

 き、認めない。 

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

 テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用 

 基準（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む。）と同

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

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

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

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

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

 (6) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を

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

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科 

 目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳 

 細な内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と 

 一致した項目及び数量が明示されているものに限る。）の提出をしない者が行った入札、又は３（４） 

 の定めに従わない入札 

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

 札 

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請にお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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

 (1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を 

  行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名 

  及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

 (2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格 

  をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

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

   入札参加者にその旨を通知する。 

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

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う 

   。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 (5) (3) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開札 

  日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５ 

  時までの間に総務局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記 

  期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満 

  たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

  該落札候補者に通知する。 

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

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

  は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札し 

  た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29 
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 条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認

定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場

合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払い、

公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認定を受けた場合は、追加して契約で定める各

会計年度の出来高予定額の 10 分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払

いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高

に応じて行う。 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する。 

(4) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(5) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術

者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参

加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(6) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(7) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第 

 ４項に定めるとおりとする。 

(8) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条 

 の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5)に定める書類の提出をしない場合 

 (9) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項の 

  規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は 

  、当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税

及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が

当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８割に満たない

者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者と

なるので留意すること。 

(10) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜

市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市総務局契約第一課あ

ての書留郵便により郵送又は横浜市総務局契約第一課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜

市のホームページを参照すること。 

(11) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則

、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工

事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １０１２０１０１５８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都橋架替工事（その９） 

施工場所 
緑区青砥町１４８番地先から中山町５１６番地先まで 

工事概要 

法面整形工１４２ｍ２、小型重力式擁壁工４３ｍ３、コンクリートブロック張工３０１ｍ 
２、車止めポスト設置工９本、転落防止柵工Ｌ＝８０ｍ、アスファルト舗装工１６０ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２２，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２２年度阿久和川阿久和三之橋架替工事（その３） 

施工場所 
瀬谷区阿久和南二丁目２０番３４地先から４５４９番２１１地先まで 

工事概要 

道路復旧工一式、撤去工一式、付帯工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １１，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい動く歩道エレベーター撤去工事 

施工場所 
中区桜木町１丁目１番地７地先 

工事概要 

エレベーター撤去工１基（間接油圧式、定格速度３０ｍ／分、定格積載量７５０㎏、定員 
１１人、乗用） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 １，６４４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鍛治ヶ久保橋耐震補強工事 

施工場所 
戸塚区川上町２４９番地先から上品濃１番地先まで 

工事概要 

落橋防止装置工(落橋防止装置工４組、高力ボルト本締工２９６本、コンクリート削孔工 
９６孔、アンカー工９６本)、変位制限装置工(補強部材工２組、高力ボルト本締工２７２本、
コンクリート削孔工８０本、アンカー工８０本、小型構造物人力打設工１．４ｍ３) 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２０，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７８９ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路上郷公田線（公田地区）道路整備工事（その３） 

施工場所 
栄区公田町６７０番地６ 

工事概要 

土工一式、法面工一式、伐採・伐根工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ４２，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０１２０１０１６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２２年度平戸永谷川改修工事 

施工場所 
港南区上永谷二丁目３５９４番地先から３４３７番３地先まで 

工事概要 

矢板工２１６枚、間詰め工６２ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ３２，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８７ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６８８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区緑区内雨水浸透施設設置工事（その６） 

施工場所 
緑区三保町２６６２番２５地先から２６７３番７３地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工１６７か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ５９，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号１０２１０１０６８８番及び   
１０２１０１０６８９番の工事件名を併記すること。 

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

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１６日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１７日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５３７ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６８８ 

工事件名 
都筑処理区緑区内雨水浸透施設設置工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０２１０１０６８９番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号１０２１０１０６８８番及び１０２１０１０６８９ 
  番の合計金額を契約番号１０２１０１０６８８番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  １０２１０１０６８８番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １０２１０１０６８９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区緑区内雨水浸透施設設置工事（その６）に伴う付帯工事 

施工場所 
緑区三保町２６６２番２５地先から２６７３番７３地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１８４か所） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ７月２９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１０２１０１０６８８番に記載する。  

その他 

契約番号１０２１０１０６８８番に記載する。 

提出書類 

契約番号１０２１０１０６８８番に記載する。 

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

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１６日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１７日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
（２）本件工事は契約番号１０２１０１０６８８番の工事と合併入札を行う。 
   なお、その他の注意事項については、契約番号１０２１０１０６８８番に記載す  
  る。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５３７ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区伊勢佐木地区下水道再整備工事（その１５） 

施工場所 
中区伊勢佐木町１丁目１５番地先から２丁目８１番地先まで 

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ２００ｍｍ～Φ７００ｍｍ、Ｌ＝７５４．３ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ９月３０日まで 

予定価格 ８９，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管更生又は土木 

格付等級 【管更生：－】又は【土木：Ｂ】 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】又は【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

財団法人下水道新技術推進機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（反転工法又 
は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の許 
諾を受けていること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習終了証の写し  
（３）下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法について実施 
権の許諾を受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関する契約書の写 
し等） 

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

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１６日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１７日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５７０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６９５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事（その９） 

施工場所 
港南区丸山台一丁目６番５０号地先から丸山台三丁目１８番１５号地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工９３か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１５日まで 

予定価格 ４６，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）又は（２）のいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２１年度優良工事請負業者表彰名簿若しくは平成２２年度優良工事請負業者  
  表彰名簿のいずれかにおいて土木部門に登載されている者であること。 
（２）平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間に完成した工種「土   
  木」に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、横浜市水道局請負工事  
  検査事務取扱要綱第８条、交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条若しくは横浜市  
  病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に基づく工事完成検査結果通知書（当  
  該期間内に２件以上の完成した工事がある場合は、完成した月が 新月のものを対  
  象とする。また、同一月に２件以上の完成した工事がある場合は、 高点のものを  
  対象とする。）の評定点が８０点以上の者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （４）入札参加資格その他（２）の場合、工事完成検査結果通知書の写し 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号１０２１０１０６９５番及び   
１０２１０１０６９６番の工事件名を併記すること。 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－２８４５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６９５ 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０２１０１０６９６番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号１０２１０１０６９５番及び１０２１０１０６９６ 
  番の合計金額を契約番号１０２１０１０６９５番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  １０２１０１０６９５番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  すること。 
（５）入札参加資格その他（２）については、当該条件に定める期間のうち、直近で完成 
  した工事の工事完成検査結果通知書を確認すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １０２１０１０６９６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事（その９）に伴う付帯工事 

施工場所 
港南区丸山台一丁目６番５０号地先から丸山台三丁目１８番１５号地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１９９か所） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ７月１５日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１０２１０１０６９５番に記載する。  

その他 

契約番号１０２１０１０６９５番に記載する。 

提出書類 

契約番号１０２１０１０６９５番に記載する。 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
（２）本件工事は契約番号１０２１０１０６９５番の工事と合併入札を行う。 
   なお、その他の注意事項については、契約番号１０２１０１０６９５番に記載す  
  る。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－２８４５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６９７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事（その１０） 

施工場所 
港南区丸山台三丁目１７番１号地先から３４番１０号地先まで 

工事概要 

雨水浸透ます設置工１３４か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ４５，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 
なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号１０２１０１０６９７番及び   
１０２１０１０６９８番の工事件名を併記すること。 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５７１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６９７ 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事（その１０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は契約番号１０２１０１０６９８番の工事と合併入札を行う。 
   予定価格については、契約番号１０２１０１０６９７番及び１０２１０１０６９８ 
  番の合計金額を契約番号１０２１０１０６９７番に記載する。 
   入札参加にあたっては、横浜市ホームページ発注情報画面より当該合併入札に係る 
  すべての工事の設計図書をダウンロードすること。ただし、電子図渡案件以外の案件 
  については、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入すること。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
（４）本件工事は合併入札を行うため、入札にあたっては、契約番号          
  １０２１０１０６９７番の工事に対して行い、金額はすべての工事の合計金額を記載 
  すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １０２１０１０６９８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事（その１０）に伴う付帯工事 

施工場所 
港南区丸山台三丁目１７番１号地先から３４番１０号地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０ｍｍ～Φ２００ｍｍ、１９６か所） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ７月２９日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号１０２１０１０６９７番に記載する。  

その他 

契約番号１０２１０１０６９７番に記載する。 

提出書類 

契約番号１０２１０１０６９７番に記載する。 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 
（２）本件工事は契約番号１０２１０１０６９７番の工事と合併入札を行う。 
   なお、その他の注意事項については、契約番号１０２１０１０６９７番に記載す  
  る。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５７１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２１０１０６９９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部処理区原宿地区下水道整備工事（その３１） 

施工場所 
戸塚区原宿二丁目７６７番５地先から原宿五丁目９１２番６地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ６００ｍｍ、Ｌ＝２４３．９ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２３年 ７月２９日まで 

予定価格 ４１，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２２０１００９６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷工場クレーン油圧バケット補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地 

工事概要 

ごみクレーン油圧バケットＢ補修工１基 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３０日まで 

予定価格 ５，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：クレーン工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－７４２－３７１１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２２０１００９７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭工場ピット火災監視装置補修工事 

施工場所 
旭区白根二丁目８番１号 

工事概要 

赤外線カメラ設置工２台、監視システム補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １２，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－９５３－４８５１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２４０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
みなとみらい２１地区歩行者通路整備工事 

施工場所 
西区桜木町６丁目３１番地先 

工事概要 

車止め設置工７基、ネットフェンス設置工Ｌ＝６．８ｍ、ネットフェンス門扉設置工１基 
、アスファルト舗装工２３．５ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 １，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０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 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局みなとみらい２１推進課 電話 ０４５－６７１－３６１２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２４０１００４５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業公共施設整備工事（フェンス設置等工事） 

施工場所 
戸塚区戸塚町１６番地の１８ほか２か所 

工事概要 

フェンス設置工Ｌ＝９５ｍ、くぐり門扉設置工８基、鳥害対策製品設置工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １８，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局再開発課 電話 ０４５－８６４－２６２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２４０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業公共施設整備工事（横浜伊勢原線歩道整備工事） 

施工場所 
戸塚区戸塚町４２５３番地１地先 

工事概要 

透水性平板ブロック設置工６９２ｍ２、防護柵設置工Ｌ＝３４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １６，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局再開発課 電話 ０４５－８６４－２６２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 

 



横浜市報調達公告版 

                                  第７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        30

契約番号 １０２４０１００４７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅前地区中央土地区画整理事業宅地造成工事（その１４） 

施工場所 
戸塚区矢部町４３番地から４７番地まで 

工事概要 

宅地造成工一式、安定処理工一式、宅地擁壁工一式、道路築造工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１６日まで 

予定価格 ４２，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局区画整理課 電話 ０４５－８６６－２４７０ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２４０１００４８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業公共施設整備工事（（仮称）戸塚駅西口公衆トイレ新設工
事） 

施工場所 
戸塚区戸塚町１６番１８ 

工事概要 

Ｓ造、平屋建、延床面積３７．８４ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２８，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局再開発課 電話 ０４５－８６４－２６２１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０２５０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２２年度市有地外柵設置工事 

施工場所 
磯子区杉田二丁目７番１０号地先 

工事概要 

既存目隠しフェンス撤去工Ｌ＝４３．０ｍ、転落防止柵設置工Ｌ＝４５．１ｍ、コンクリ 
ート舗装工１４．４ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 １，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 総務局財産管理課 電話 ０４５－６７１－３８０６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０３１０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道大黒橋通線（新興駅交差点）道路改良工事（その４） 

施工場所 
鶴見区大黒町５番５０号地先 

工事概要 

安全施設移設工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２８日まで 

予定価格 ２，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：信号設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６７１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４００１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道原宿六浦金沢区朝比奈町地内道路改良関連工事 

施工場所 
金沢区朝比奈町４６２番地先から４８８番地先まで 

工事概要 

専用橋製作工（鋼材重量７．５２４ｔ、工場塗装工）、人道橋製作工（鋼材重量 
３．１３６ｔ、工場塗装工）、輸送工、架設工、橋台工、護岸工、切削オーバーレイ工７００ｍ
２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ３１，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 鋼構造 

格付等級 - 

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４００１００７３ 

工事件名 
主要地方道原宿六浦金沢区朝比奈町地内道路改良関連工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）配置する主任技術者又は監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、 
  同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専 
  任を要しない。 
（２）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること 
  。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １０４１０１００８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北区新横浜駅立体横断施設エレベーター棟補修工事 

施工場所 
港北区新横浜二丁目３番地１２地先ほか２か所 

工事概要 

エレベーター棟補修工３棟 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ６，４３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 防水 

格付等級 - 

登録細目 【防水：防水工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４３０１００８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
主要地方道横浜生田青葉区荏田町地内道路改良工事 

施工場所 
青葉区荏田町１４１５番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工５５７ｍ２、ＬＯ型側溝工Ｌ＝９１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２２，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４４０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道池辺第２５８号線歩道拡幅整備工事（その２） 

施工場所 
都筑区加賀原一丁目１番１号地先から川和台２番１号地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工１，２７５ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝４２０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ２９，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４７０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉区中田南二丁目地内私道整備工事 

施工場所 
泉区中田南二丁目１５番３３号地先から１２番７号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３６２ｍ２、Ｕ型側溝工Ｌ＝１７．８ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月３１日まで 

予定価格 ３，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０４８０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷区内街路樹補植工事 

施工場所 
瀬谷区橋戸二丁目５番地６地先から２７番地６までほか 

工事概要 

低木補植工（サツキツツジ１００本 ほか）、中木補植工（ヤマボウシ１０本 ほか）、 
抜根工 

工期 契約締結の日から３０日間 

予定価格 １，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第 63 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア ノートパソコン 370 台の購入（Ａ） 

  イ ノートパソコン 260 台ほかの購入（Ｂ） 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

 平成 23 年４月１日から平成 23 年４月 28 日まで 

 (4) 納入場所 

第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

ア 総務局ＩＴ活用推進課ほか19か所（詳細は、入札説明書による。） 

  イ  総務局ＩＴ活用推進課ほか21か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア ノートパソコン 2,000 台ほかの購入 

   平成 23 年６月 

 イ ノートパソコン 1,000 台ほかの購入 

   平成 23 年 12 月 

(7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「コンピュータ

類」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   
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(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

稲葉 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局 IT 活用推進部 IT 活用推進課 

電話 045(671)4026（直通） 

７ 入札及び開札 

    第１項第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

       平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 23 年３月 15 日午前 11 時 15 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成 23 年３月 15 日午前 11 時 15 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

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

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of 370 notebook computers(Ａ) 

② Purchase of 260 notebook computers and 120 desktop computers (Ｂ) 

(2) Deadline for the tender: 11:15 a.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau，City of 

  Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2249 
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横浜市調達公告第 64 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    ポリ塩化アルミニウム溶液（濃度 10％） 約 1,044,000 キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年４月１日から平成 23 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

横浜市環境創造局施設管理部北部下水道センター 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   ポリ塩化アルミニウム溶液（濃度 10％） 約 1,368,000 キログラムの購入 

  平成 23 年６月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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松永 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0045 鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

横浜市環境創造局施設管理部北部下水道センター 

電話 045(503)0201（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 23 年３月 15 日午前９時 50 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成 23 年３月 15 日午前９時 50 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 1,044,000kg of poly aluminum chloride  

solution (10％) 

(2) Deadline for the tender: 9:50 a.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau，City of  

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2248 
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横浜市調達公告第 65 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 液体かせいソーダ（濃度 48％） 約 620 トンの購入 

  イ 次亜塩素酸ソーダ（濃度 12％） 約 944 トンの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

 平成 23 年４月１日から平成 23 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

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

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

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 液体かせいソーダ（濃度 48％） 約 620 トンの購入 

   平成 23 年６月 

 イ 次亜塩素酸ソーダ（濃度 12％） 約 812 トンの購入 

   平成 23 年６月 

(7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   
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(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

松永 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒236-0003 金沢区幸浦一丁目 17 番地 

横浜市環境創造局施設管理部南部下水道センター 

電話 045(773)3096（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時 

 から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前９時 30 分 

イ 平成 23 年３月 15 日午前９時 40 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前９時 30 分 

イ 平成 23 年３月 15 日午前９時 40 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 
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(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 620t of Liquid Caustic Soda(48%) 

② Purchase of approx. 944t of Sodium hypochlorite(available chlorine 12%) 

(2) Deadline for the tender: 

① 9:30 a.m., 15 March,2011 

② 9:40 a.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau，City of 

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2248 
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横浜市調達公告第 66 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア アンモニア水 約 312,000 キログラムの購入 

  イ 高反応性消石灰 約 977,000 キログラムの購入 

  ウ 重金属固定剤 約 81,000 キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

第１号アからウまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

 平成 23 年４月 1日から平成 23 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

第１号アからウまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   鶴見区末広町１丁目 15 番地１ 

   横浜市資源循環局適正処理計画部鶴見工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア アンモニア水 約 300,000 キログラムの購入 

   平成 23 年６月 

 イ 高反応性消石灰 約 943,000 キログラムの購入 

   平成 23 年６月 

 ウ 重金属固定剤 約 79,000 キログラムの購入 

   平成 23 年６月 

(7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 
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３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

松永 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0045 鶴見区末広町１丁目 15 番地１ 

横浜市資源循環局適正処理計画部鶴見工場 

電話 045(521)2191（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時 

 から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   第１項第１号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 

イ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

ウ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号アからウまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 

イ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

ウ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 30 分 

８ 入札の無効 

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

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 312,000kg of Ammonia solution 

② Purchase of approx. 977,000kg of Slaked Lime 

③ Purchase of approx. 81,000kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

(2) Deadline for the tender: 

① 10:00 a.m., 15 March,2011 

② 10:10 a.m., 15 March,2011 

③ 10:30 a.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau，City of 

  Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                  第７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        53

 

横浜市調達公告第 67 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    高反応性消石灰 約 387,845 キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年４月１日から平成 23 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

旭区白根二丁目８番１号 

横浜市資源循環局適正処理計画部旭工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   高反応性消石灰 約 377,362 キログラムの購入 

  平成 23 年６月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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松永 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒241-0005 旭区白根二丁目８番１号 

横浜市資源循環局適正処理計画部旭工場 

電話 045(953)4851（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 387,845kg of Slaked lime 

(2) Deadline for the tender: 10:10 a.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau，City of  

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2248 
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横浜市調達公告第 68 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 高反応性消石灰 約 822,000 キログラムの購入 

  イ 重金属固定剤 約 121,000 キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

 平成 23 年４月１日から平成 23 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   金沢区幸浦二丁目７番地１ 

   横浜市資源循環局適正処理計画部金沢工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 高反応性消石灰 約 789,000 キログラムの購入 

   平成 23 年６月 

 イ 重金属固定剤 約 116,000 キログラムの購入 

   平成 23 年６月 

(7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   
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(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

松永 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地１ 

横浜市資源循環局適正処理計画部金沢工場 

電話 045(784)9711（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時 

 から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

イ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

イ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 
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(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 822,000kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 121,000kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

(2) Deadline for the tender: 

① 10:10 a.m., 15 March,2011 

② 10:30 a.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau，City of  

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2248 
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横浜市調達公告第 69 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 高反応性消石灰 約 550,350 キログラムの購入 

  イ 重金属固定剤 約 122,300 キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

 平成 23 年４月１日から平成 23 年９月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

第１号ア及びイに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   都筑区平台 27 番１号 

   横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア 高反応性消石灰 約 521,037 キログラムの購入 

   平成 23 年６月 

 イ 重金属固定剤 約 115,786 キログラムの購入 

   平成 23 年６月 

(7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。   
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(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

松永 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒224-0064 都筑区平台 27 番１号 

横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場 

電話 045(941)7911（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時 

 から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

イ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号ア及びイに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 10 分 

イ 平成 23 年３月 15 日午前 10 時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 
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(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 550,350kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 122,300kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

(2) Deadline for the tender: 

① 10:10 a.m., 15 March,2011 

② 10:30 a.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau，City of  

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2248 
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横浜市調達公告第 70 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    白灯油 約 90,000 リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

戸塚区鳥が丘10番地５ 

横浜市戸塚斎場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

白灯油 約 90,000 リットルの購入 

平成 23 年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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下田 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒244-0001 戸塚区鳥が丘10番地５ 

横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課戸塚斎場 

電話 045(864)7001（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 23 年３月 15 日午後１時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成 23 年３月 15 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

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

gas turbine engine 

(2) Deadline for the tender: １:30 p.m. 15, March, 2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of  

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第 71 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    白灯油 約 198,000 リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

横浜市環境創造局磯子ポンプ場ほか１か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   白灯油 約 176,000 リットルの購入  

  平成 23 年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

下田 電話 045(671)2249（直通） 



横浜市報調達公告版 

                                  第７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        66

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0045 磯子区新磯子町 39 番地  

    横浜市環境創造局施設管理部南部水再生センター 

    電話 045 (761) 5251（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 23 年３月 15 日午後１時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成 23 年３月 15 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
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行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 198,000 l of kerosene oil used for a  

   gas turbine engine 

(2) Deadline for the tender: １:30 p.m. 15, March, 2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of  

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第 72 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    白灯油 約 252,000 リットルの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

保土ケ谷区狩場町 355 番地 

横浜市資源循環局保土ケ谷工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

  白灯油 約 522,000 リットルの購入 

   平成 23 年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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下田 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-0025 保土ケ谷区狩場町 355 番地 

横浜市資源循環局適正処理計画部旭工場保土ケ谷工場担当 

電話 045(742)3711（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 23 年３月 15 日午後１時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成 23 年３月 15 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 252,000 l of kerosene oil used for a 

   gas turbine engine 

(2) Deadline for the tender: １:30 p.m. 15, March, 2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

                                  第７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        71

 

横浜市調達公告第 73 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    コピー用紙Ａ４ 約 14,000 箱の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで 

 (4) 納入場所 

指定部署、横浜市会計室倉庫（横浜市庁舎内）（詳細は入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   コピー用紙Ａ４ 約 16,000 箱の購入  

  平成 23 年４月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「用紙類」に登録

が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 次のいずれかに該当する者であること。  

ア 当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

下田 電話 045(671)2249（直通） 
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４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年２月 24 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町 1丁目１番地  

    横浜市会計室審査課 

電話 045 (671) 2983（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

から午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

  平成 23 年３月 15 日午後１時 10 分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成 23 年３月 15 日午後１時 10 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者が

行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
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行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 14,000 case of A4 Size Copy Paper 

(2) Deadline for the tender: １:10 p.m. 15, March, 2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of  

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第 74 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 23 年２月１日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

高性能複写機 １台の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成 23 年度分） 

   平成 23 年５月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

   イ 総借入期間 

 平成 23 年５月１日から平成 28 年４月 30 日まで 

   （地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 借入場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局総務部法制課コピー室（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

   この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成 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）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る１年を超える賃貸借契約実績を有する者であること。 

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

  (1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

      入札説明書による。 

 (2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      福田 電話 045 (671) 2248（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 
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  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年３月７日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局総務部法制課 

電話 045(671)2092（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 23 年３月 15 日午後４時 

(ｲ) 入札場所  

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

平成 23 年３月 15 日午後４時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 
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   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

ア 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 

 された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は 

削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:Lease of High Performance Copy Machine 

 (2) Deadline for the tender: 4:00 p.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of 

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 75 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 23 年２月１日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

デジタル複合機 19 台の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成 23 年度分） 

   平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

   イ 総借入期間 

 平成 23 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで 

   （地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 借入場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課ほか 18 か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

   この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成 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）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る１年を超える賃貸借契約実績を有する者であること。 

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

  (1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

      入札説明書による。 

 (2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      福田 電話 045 (671) 2248（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 
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  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年３月７日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 

電話 045(671)4256（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 23 年３月 15 日午後３時 30 分 

(ｲ) 入札場所  

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

平成 23 年３月 15 日午後３時 30 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 
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   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

ア  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 

された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

イ  本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又 

は削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:Lease of Black and White Multifunction Machines/Copying  

   Machines 

 (2) Deadline for the tender: 3:30 p.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of 

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第 76 号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

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

平成 23 年２月１日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市総務局長 鈴 木   隆 

１ 競争入札に付する事項                                     

 (1) 件名及び数量 

介護保険システム２本番用サーバ機器 一式の借入 

  (2) 物品の特質等                                             

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成 23 年度分） 

   平成 23 年５月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

   イ 総借入期間 

 平成 23 年５月１日から平成 28 年４月 30 日まで 

   （地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 借入場所 

中区尾上町１丁目６番地（住友生命横浜関内ビル３階） 

横浜市介護マシン室（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

   この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成 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）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成 23 年２月 10 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る１年を超える賃貸借契約実績を有する者であること。 

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

  (1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

      入札説明書による。 

 (2) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市総務局契約財産部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      福田 電話 045 (671) 2248（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 
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  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 23 年３月７日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 

電話 045(671)4256（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成 23 年３月 10 日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時

か 

ら午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 23 年３月 15 日午後３時 45 分 

(ｲ) 入札場所  

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 14 日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 23 年３月 15 日午後３時 45 分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 
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   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

ア  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 

された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

イ  本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又 

は削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:Lease of Server computer and Related devicas 

  (2) Deadline for the tender: 3:45 p.m., 15 March,2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, General Affairs Bureau, City of 

   Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第77号                 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成23年２月１日 

  契約事務受任者 

  横浜市総務局長 鈴 木   隆 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

ア(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（北部地域） 一式 

      (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（北部地域） 一式   

イ(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（南部地域） 一式   

      (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（南部地域） 一式   

  (2) 業務内容  

入札説明書による。  

(3) 履行期間 

平成23年４月１日から平成24年３月31日まで 

(4) 履行場所 

入札説明書による。  

(5) 入札方法 

第１号ア及びイに掲げる業務ごとに入札に付し、それぞれ(ｱ)及び(ｲ)に掲げる概算数量の合算額を

もって、合併入札により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出するこ

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。                 

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

    項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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）において「貨物運送」に登録

が認められている者であること。 

(3) 平成23年２月10日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名 

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

 (4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

  (1) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

(2) 契約条項等に関する問い合わせ先  

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局契約財産部契約第二課(関内中央ビル２階) 

鈴木 電話 045(671)2250（直通）                       

４ 入札参加資格の喪失                                          

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成23年２月24日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午

後１時から午後５時まで） 

 (2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市市民局広報相談サービス部広報課（市庁舎２階） 

電話 045(671)2332（直通）  

７ 入札及び開札 

  第１項第１号ア及びイに掲げる業務ともに、次のとおりとする。 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成23年３月10日から平成23年３月14日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成23年３月15日午後２時15分 

 (ｲ) 入札場所 

横浜市総務局契約財産部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成23年３月14日午後５時までに第３項第２号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成23年３月15日午後２時15分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

  表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出してない者

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金  

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 
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(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成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た

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 

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

Dayori”, in the northern area of Yokohama City 

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

 Dayori”, in the southern area of Yokohama City 

(2) Date of tender:  

①  ２:15 p.m.，15 March, 2011 

②  ２:15 p.m.，15 March, 2011 

(3) Contact point for the notice: Second Contract Division, Finance Bureau, City of Yokohama, 

   1-1  Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2250 
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横浜市調達公告第78号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「2010年日本ＡＰＥＣ横浜開催記録集 800部の印刷」ほか９件の契約について、一般競争

入札を行う。 

平成 23 年２月１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。 

(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 １００２１２００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
２０１０年日本ＡＰＥＣ横浜開催記録集 ８００部の印刷 

納入／履行場所 
ＡＰＥＣ・創造都市事業本部ＡＰＥＣ開催推進課ほか２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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 ＡＰＥＣ・創造都市事業本部ＡＰＥＣ課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０７７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＳＤアンプ（ノボル） ６４台 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２３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 自動車部品 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 

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 資源循環局車両課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２２０２０７９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ベスト（トムス） ３，５００枚 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局業務課 

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 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 

見本等はなし。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月２１日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月１４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 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 １０２５０２０２５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｗｅｂフィルタリングソフト（更新）（デジタルアーツ社） ２６，０００ライセンスほか 製

品指定（合併案件その１から２）  

納入／履行場所 
総務局ＩＴ活用推進課ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 総務局ＩＴ活用推進課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２５０２０２５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン ８台（合併案件その１からその６５まで）（Ａ） 

納入／履行場所 
神奈川区総務課ほか９６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 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 総務局ＩＴ活用推進課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２５０２０２５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン １０台（合併案件その１からその７３まで）（Ｂ） 

納入／履行場所 
総務局総務課ほか９２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 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 

 

発注担当課 総務局ＩＴ活用推進課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０２５０２０２５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デスクトップパソコン ５０台ほか（合併案件その１からその６５まで） 

納入／履行場所 
総務局総務課ほか６６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 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 

 

発注担当課 総務局ＩＴ活用推進課 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        96

契約番号 １０２５０２０２６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
庁用自動車修理 普通自動車（乗用） １式 

納入／履行場所 
総務局総務課輸送事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ３月 １日から平成２３年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車修理・点検 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があり、かつ、「対象となる自動車の種類」の「普通自動車（乗 

用）」に登録が認められている者。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 

 

発注担当課 総務局総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １０７１０２０３８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食学級用運搬車（ワゴン型） ４８台ほか 

納入／履行場所 
横浜市立馬場小学校ほか７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 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １０７２０２００８２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
統一地方選挙ポスター（Ｂ０） ２３８枚 

納入／履行場所 
選挙管理委員会事務局選挙課ほか１９か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ３月 ７日から平成２３年 ３月 ７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 青焼・複写 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本等はなし。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 選挙管理委員会事務局選挙課 

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79号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「新横浜駅前立体横断施設昇降機監視委託」ほか161件の契約について、一般競争入札を行

う。 

平成 23 年２月１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 １１１２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新横浜駅前立体横断施設昇降機監視委託 

納入／履行場所 
新横浜駅前（港北区新横浜２丁目地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２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 道路局施設課 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        103

契約番号 １１１２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
野毛ちかみち警備・管理委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目地先 野毛ちかみち ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１１２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
東戸塚駅昇降機監視委託 

納入／履行場所 
東戸塚駅連絡通路 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１１２０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなとみらい歩道橋警備・管理委託 

納入／履行場所 
西区高島一丁目１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 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１１２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路局大船駅北口等照明灯保守管理業務委託 

納入／履行場所 
栄区笠間一丁目１番地 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 道路局企画課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
路上不法投棄廃棄物収集・運搬・処理委託（その１） 

納入／履行場所 
鶴見、神奈川、西、港北、緑、青葉及び都筑区内の各土木事務所が管理する道路ほか 

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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１１２０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
路上不法投棄廃棄物収集・運搬・処理委託（その２） 

納入／履行場所 
中、南、港南、保土ケ谷、旭、磯子、金沢、戸塚、栄、泉及び瀬谷区内の各土木事務所が管理

する道路ほか 

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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１１２０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町６０５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１１２０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
緑区霧が丘１番１号ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 １１１２０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
今井川地下調節池等運転管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区狩場町５５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 １１１４０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
汽車道等警備管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港二丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ３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。 

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 １１１４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
電気施設保守業務委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 港湾局維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
赤レンガパーク等新港地区緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１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：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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１１４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新港地区等清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２１０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
次亜塩素酸ソーダ（１２％） ４１０トン（概算） 

納入／履行場所 
環境創造局港北水再生センター 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）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 １１２１０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
夏用作業服Ｂ２（女性上衣） ２０着ほかの製造 

納入／履行場所 
環境創造局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 環境創造局総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２０００６ 

件名 夏用作業服Ｂ２（女性上衣） ２０着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月 18 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。 

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

出書類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園維持業務委託 

納入／履行場所 
中区山手町１１４番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１２１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
こども自然公園ほか５公園維持業務委託 

納入／履行場所 
旭区大池町６５番地１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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２１０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ポートサイド公園ほか８公園維持業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区大野町１番地４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３１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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 １１２１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園ほか３公園維持業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区三ツ沢西町３番１号ほか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：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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１２１０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局西部水再生センター 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 環境創造局西部水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局港北水再生センター 

概要 

 

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

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 １１２１０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 １１２１０３００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
元町公園ほか５施設夜間照明施設保守点検委託 

納入／履行場所 
元町公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１２１０３００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
根岸森林公園ほか自家用電気負荷設備等保守点検委託 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２１０３００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区ほか２区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
港南区、磯子区及び金沢区内公園 

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 - 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１２１０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部公園緑地事務所管内産業廃棄物処理委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１２１０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター等スクリーンかす運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局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３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 



横浜市報調達公告版 

                                  第７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        131

契約番号 １１２１０３００７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜公園ほか１６公園噴水設備等点検清掃委託 

納入／履行場所 
横浜公園ほか１６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１２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１２１０３００８１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
河川・海域水質調査 

納入／履行場所 
横浜市域河川・海域 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園内塵芥収集清掃委託（前期） 

納入／履行場所 
中区山下町２７９ 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        134

契約番号 １１２１０３０１６７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
簡易測定法による大気汚染物質濃度の全市調査 

納入／履行場所 
横浜市立寺尾中学校ほか１２８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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局環境管理課 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        135

契約番号 １１２１０３０１６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
焼却施設解体工事大気モニタリング業務委託 

納入／履行場所 
市内 

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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ３時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局規制指導課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
煙道中の大気汚染物質濃度測定業務及び指定物質等の発生源調査 

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ３時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局規制指導課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
環境科学研究所電気・機械設備保守清掃作業委託 

納入／履行場所 
横浜市環境科学研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、延床面積３，０００平方メートル以上の建築物に関する 

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

した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局環境科学研究所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３０１７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園内便所清掃委託 

納入／履行場所 
山下公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 ２月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０２００１２ 

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％） ３８０，９３８キログラム（概算） 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 資源循環局都筑工場 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        140

契約番号 １１２２０２００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
重金属固定剤 ６８，６５６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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 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 １１２２０２００１４ 

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 ３３０，０００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 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 １１２２０２００１５ 

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 ４１８トン（概算） 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）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 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 １１２２０２００１６ 

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％） ２１９，０００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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 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 １１２２０２００１７ 

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 ２０４，７２１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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１２２０２００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
夏用作業服ＳＢ（上衣） ２，７００着ほかの製造 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか３１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 衣服、帽子 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局職員課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００１８ 

件名 夏用作業服ＳＢ（上衣） ２，７００着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月 18 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。 

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

出書類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
各事務所自家用電気工作物保守定期点検委託（その２） 

納入／履行場所 
資源循環局戸塚事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
各事務所自家用電気工作物保守定期点検委託（その１） 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道清掃等に係る一般廃棄物処理委託 

納入／履行場所 
資源循環局西事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道清掃等に係る産業廃棄物処分委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南事務所空調設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局南事務所 

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 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 資源循環局南事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑工場ボイラーチューブ等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時０５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 １１２２０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場ボイラーチューブ等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

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 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区品濃町 終処分場に係る分析委託 

納入／履行場所 
戸塚区品濃町１６２２番２ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ３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 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 １１２２０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服、防寒衣及び寝具類の洗濯 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか２９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 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 【クリーニング：クリーニング】 

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「Ａ：クリーニング」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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局職員課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神明台処分地環境調査委託 

納入／履行場所 
資源循環局神明台処分地ほか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 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（音圧レベル、振動加速度レベル、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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０３００５７ 

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（排水、汚泥、ガス等）の分析委託（産業廃棄物処理業者指導関係） 

納入／履行場所 
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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ３時１５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 １１２２０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
オイルトラップ汚泥処理委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

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産業廃棄物処分業（汚泥及び廃油）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０３００６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道等清掃業務委託（都心部１ 横浜駅周辺地区） 

納入／履行場所 
西区内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２２０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中型し尿吸上車 １台の借入 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ７月２８日から平成２９年 ７月２７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。②当該物品に係るメーカー・販売代理 

店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

引受証明書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画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２１日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時０５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 

①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。 

②平成 23 年度分の賃借料（税抜き）で見積もること。 

③設計図書に関する質問に対する回答は、平成 23 年２月９日の午後１時までに発注情報詳 

細の「添付文書」欄において行う。 

④入札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。 

⑤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 資源循環局車両課 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        161

契約番号 １１２３０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
収納金の一時保管・警備輸送業務委託 

納入／履行場所 
建築局情報相談課 

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 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 市内又は準市内 

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３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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 建築局情報相談課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２４０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅西口立体横断施設昇降機監視・警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市戸塚区戸塚町１６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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 都市整備局市街地整備調整課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部地区路上違反広告物除却委託 

納入／履行場所 
鶴見区ほか 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 都市整備局都市デザイン室 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２４０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央地区路上違反広告物除却委託 

納入／履行場所 
西区ほか 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 都市整備局都市デザイン室 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２４０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部地区路上違反広告物除却委託 

納入／履行場所 
港南区ほか 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 都市整備局都市デザイン室 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅西口第１地区市街地再開発事業公共施設清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地の１９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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 都市整備局再開発課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服Ａ上衣半袖（夏） ４３５着ほかの製造 

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．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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 

※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 １１２５０２０００５ 

件名 作業服Ａ上衣半袖（夏） ４３５着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月 18 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。 

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

出書類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２５０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
窓口作業服 ７３２着ほかの製造 

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．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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 

※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 １１２５０２０００６ 

件名 窓口作業服 ７３２着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月 18 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。 

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

出書類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２５０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服Ｂ上衣（夏） ５２６着ほかの製造 

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．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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 

※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 １１２５０２０００７ 

件名 作業服Ｂ上衣（夏） ５２６着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月 18 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。 

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

出書類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２５０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業帽（メッシュなし） １，１４７個ほかの製造 

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．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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 

※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 １１２５０２０００８ 

件名 作業帽（メッシュなし） １，１４７個ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月 18 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。 

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

出書類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２５０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
料理服（保育）上衣（半袖） １８３着ほかの製造 

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．上記営業種目に第３位までに登録があること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（衣服・帽子用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※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 １１２５０２０００９ 

件名 料理服（保育）上衣（半袖） １８３着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

２月 18 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。 

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

出書類について」を確認すること。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １１２５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市役所本庁舎空気調和機（パッケージ型）等の保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

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 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２５０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市庁舎周辺花壇植栽管理委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

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 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 総務局総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市税電算入出力帳票に関する搬送業務委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎ほか２０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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 総務局税務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２５０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市庁舎床面等清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２５０４０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
情報共有基盤システムネットワーク機器 一式の借入 

納入／履行場所 
総務局情報システム課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ５月 １日から平成２８年 ４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 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

ては上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２３年３月７日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月２１日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 ２時１０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 

※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 １１２５０４０００３ 

件名 情報共有基盤システムネットワーク機器 一式の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２３年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２３年２月１８日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

メーカー・型番等が記載されているカタログ等の資料を平成２３年２月１４日午後４時ま 

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

こと。 

 

その他 

１．平成２３年度分のリース料総額（税抜き）で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

３．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。 

４．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 １１２７０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部児童相談所一時保護所警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市南部児童相談所一時保護所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 こども青少年局南部児童相談所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２７０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 こども青少年局中央児童相談所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２７０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等運転・監視及び日常点検・保守業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、延床面積４，０００平方メートル以上の建築物に関する 

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

した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 こども青少年局中央児童相談所 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        186

契約番号 １１２８０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部斎場空気調和設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市北部斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部斎場警備委託 

納入／履行場所 
北部斎場 

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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 １１２８０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寿福祉プラザ警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市寿福祉プラザ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ２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 健康福祉局保護課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉保健センター産業廃棄物収集運搬処理委託（１８か所分） 

納入／履行場所 
横浜市鶴見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 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１２８０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
名瀬ホーム一般廃棄物収集運搬委託 

納入／履行場所 
横浜市名瀬ホーム 

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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 健康福祉局名瀬ホーム 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
松風学園消防設備定期点検保守委託 

納入／履行場所 
健康福祉局松風学園 

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 - 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 健康福祉局松風学園 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山墓地塵芥搬出処理委託 

納入／履行場所 
久保山墓地 

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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１２８０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野公園墓地塵芥搬出処分委託 

納入／履行場所 
日野公園墓地 

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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１２８０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢墓地塵芥搬出処理委託 

納入／履行場所 
三ツ沢墓地 

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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１２８０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山斎場脱臭設備保守点検委託 

納入／履行場所 
健康福祉局久保山斎場 

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 - 

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。 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２８０３００６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚斎場 設備管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市戸塚斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、延床面積４，０００平方メートル以上の建築物に関する 

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

した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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 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 １１２８０３００６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山霊堂設備管理業務委託 

納入／履行場所 
久保山霊堂 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、延床面積３，０００平方メートル以上の建築物に関する 

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

した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２８０３００７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保護収容動物等の運搬業務委託 

納入／履行場所 
横浜市動物愛護センターほか 

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 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 制限なし 

その他 

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

目の登録の有無は問わない。）。②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 健康福祉局食品衛生課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ポストカラム付シアン・臭素酸システム 一式の借入 

納入／履行場所 
横浜市衛生研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ５月 １日から平成２９年 ４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 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

ては上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２３年３月７日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月２１日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 ２時１０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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 健康福祉局管理課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０４０００２ 

件名 ポストカラム付シアン・臭素酸システム 一式の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２３年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２３年２月１８日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

 

その他 

１．平成２３年度分のリース料総額（税抜き）で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

３．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。 

４．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 １１２９０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場簡易専用水道点検委託 

納入／履行場所 
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。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１２９０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場汚泥処理委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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、準市内又は市外 

その他 

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

外業者については上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業許可（汚泥）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 経済観光局運営課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２９０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場内じんかい収集業務等委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 経済観光局運営課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２９０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場消防用設備保守点検委託 

納入／履行場所 
経済観光局中央卸売市場南部市場 

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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 経済観光局運営課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２９０４０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｘ線回折装置 １台の借入 

納入／履行場所 
横浜市工業技術支援センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

ては上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２３年３月７日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月２１日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 経済観光局ものづくり支援課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２９０４０００１ 

件名 Ｘ線回折装置 １台の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２３年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２３年２月１８日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

 

その他 

１．平成２３年度分のリース料総額（税抜き）で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

３．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。 

４．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 １１２９０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
硬さ試験機 １式の借入 

納入／履行場所 
横浜市工業技術支援センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

ては上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２３年３月７日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月２１日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 経済観光局ものづくり支援課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２９０４０００２ 

件名 硬さ試験機 １式の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２３年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２３年２月１８日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

 

その他 

１．平成２３年度分のリース料総額（税抜き）で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

３．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。 

４．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 １１３１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区街路樹維持業務委託（その１） 

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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１３１０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
白幡公園ほか 

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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１３１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区車道清掃委託（その１） 

納入／履行場所 
鶴見区内一円 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１３２０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区施設清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１３３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区総合庁舎消防用設備等点検保守業務委託 

納入／履行場所 
西区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 西区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３４０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区寿町地区不法投棄等夜間監視パトロール業務委託 

納入／履行場所 
中区寿町周辺 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１３４０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寿地区路上不法投棄廃棄物収集・運搬・処理委託 

納入／履行場所 
中区寿町ほか 

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。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（金属くず、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（金属くず、廃プラスチック類、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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１３４０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区庁舎窓口案内・警備業務委託 

納入／履行場所 
中区庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 中区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３４０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区車道清掃委託（その１）前期 

納入／履行場所 
中区管内一円 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１３５０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区総合庁舎運転・監視及び日常点検・保守業務委託 

納入／履行場所 
南区総合庁舎 

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 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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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 南区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１３６０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区街路樹維持業務委託（西部） 

納入／履行場所 
港南区西部地区内ほか 

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 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１３６０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
丸山台公園ほか 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１３７０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
保土ケ谷土木管内一円 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 １１３７０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区総合庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区総合庁舎 

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 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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１３７０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区内せせらぎ緑道維持管理委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区峰沢町１番地から２６２番地先までほか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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１３８０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区内遊水池維持管理委託 

納入／履行場所 
旭区若葉台三丁目１番３号地先ほか１７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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 １１３８０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
旭区矢指町１２９９番地から１８１３番地先までほか６か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 １１３８０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区車道清掃委託 

納入／履行場所 
旭区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１３９０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
洋光台南公園ほか 

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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１３９０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区街路樹維持業務委託（南部） 

納入／履行場所 
磯子区（南部）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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１４００３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区街路樹維持業務委託（金沢地先埋立地北部） 

納入／履行場所 
金沢区並木一丁目１号地ループ道路ほか 

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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４００３０００４ 

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 

納入／履行場所 
金沢区釜利谷西二丁目２番３０号から釜利谷東七丁目７番１号地先までほか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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１４００３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢土木管内河川・水路環境管理委託 

納入／履行場所 
金沢土木管内一円 

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：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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１４００３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区公園維持業務委託（北部） 

納入／履行場所 
長浜緑地ほか 

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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４００３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区総合庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎 

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 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 ２月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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 金沢区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
新横浜駅前公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１４１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区総合庁舎清掃等委託 

納入／履行場所 
港北区総合庁舎 

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 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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 １１４１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区車道清掃委託 

納入／履行場所 
港北区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１４２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
霧が丘公園ほか 

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１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 １１４２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区総合庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
緑区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
青葉区あざみ野ほか 

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：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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１４３０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
青葉区寺家町８８１番地先ほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１４４０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
都筑区東山田町 主要地方道丸子中山茅ケ崎ほか 

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：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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４４０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区水面清掃等業務委託 

納入／履行場所 
山崎公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑土木管内遊水池ほか維持管理委託 

納入／履行場所 
都筑区東方町１，３０８番地先ほか１５か所（遊水池管理）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１４４０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
都筑区池辺町２，０４６番地先から３，７１９番地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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：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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４４０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区車道清掃委託 

納入／履行場所 
都筑区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１４４０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区施設清掃委託（その１）前期 

納入／履行場所 
都筑区管内一円 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１４４０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区総合庁舎総合管理業務委託 

納入／履行場所 
都筑区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 都筑区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区総合庁舎駐車場管理業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ２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 戸塚区総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１４５０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区総合庁舎及び戸塚土木事務所清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区総合庁舎ほか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 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 ２月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４５０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区車道清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区管内一円 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１４６０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
栄区上郷町５８１番地先から８５１番地先までほか６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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 栄区栄土木事務所 

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７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        252

契約番号 １１４６０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
栄区本郷台四丁目２５番地ほか１１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 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 １１４６０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
栄区庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 １１４７０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
泉区弥生台１号線ほか 

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：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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 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 １１４８０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区総合庁舎及び瀬谷土木事務所清掃等委託 

納入／履行場所 
瀬谷区総合庁舎ほか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 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 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５５０２０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
除細動ＤＰパッド（フィリップス） ２９６箱 製品指定 

納入／履行場所 
消防局救急課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．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 １１５５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ヘリポート航空照明施設保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市金沢区福浦三丁目２番地 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 消防局航空管制科 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５５０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西消防署ほか２消防署定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市西消防署ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 １１５５０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄消防署ほか２消防署定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市栄消防署ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 １１５５０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末吉消防出張所他１８出張所定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市鶴見消防署末吉消防出張所ほか１８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２８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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 消防局施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５５０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浅間町消防出張所他１８出張所定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市西消防署浅間町消防出張所ほか１８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２８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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 消防局施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５５０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
さちが丘消防出張所他１９出張所定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市旭消防署さちが丘消防出張所ほか１９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２８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１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）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 消防局施設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央図書館 警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１７１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
教育文化センター警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市教育文化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２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。 

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 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 １１７１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
図書館資料等運搬業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館ほか 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１７１０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大曽根小学校外２８校自家用電気工作物保安管理業務及び高圧受変電設備清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立大曽根小学校ほか 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１７１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浦島小学校外３１校自家用電気工作物保安管理業務及び高圧受変電設備清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立浦島小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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。 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１７１０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央図書館受変電設備精密保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１７１０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野中央高等特別支援学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立日野中央高等特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成１８年４月１日以降に、延床面積７，０００平方メートル以上の建築物に関する 

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

した実績を有する者（平成２３年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１７１０３００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
六角橋中学校ほか４校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立六角橋中学校ほか４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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１７１０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平成２３年度横浜市立特別支援学校教育用パソコン ６７台ほかの借入 

納入／履行場所 
横浜市立ろう特別支援学校ほか６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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

ては上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２３年３月７日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月２１日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 教育委員会事務局特別支援教育課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０４０００２ 

件名 
平成２３年度横浜市立特別支援学校教育用パソコン ６７台ほかの借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２３年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２３年２月１８日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

メーカー・型番等が記載されているカタログ等の資料を平成２３年２月１４日午後４時ま 

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

こと。 

 

その他 

１．平成２３年度分のリース料総額（税抜き）で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

３．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。 

４．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 １１７２０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区市議会議員一般選挙公報 １３５，８００枚（概算）ほかの印刷 

納入／履行場所 
選挙管理委員会事務局選挙課の指定する場所（県内） 

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 ３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。②オフセット輪転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」の申請において、オフセット輪転機につ 

いて既に届出がある者は、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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５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 選挙管理委員会事務局選挙課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
選挙公報仕訳・梱包・配送委託（北部） 

納入／履行場所 
鶴見区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）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 選挙管理委員会事務局選挙課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
選挙公報仕訳・梱包・配送委託（南部） 

納入／履行場所 
中区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２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 選挙管理委員会事務局選挙課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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水道局調達公告第 14 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「第一戸塚線口径 500ｍｍ配水管新設工事（その２）」ほか４件の工事について、一般競争入

札を行う。 

平成23年２月１日 

 

                                   横浜市水道事業管理者 

                                   水道局長 齋 藤 義 孝 

 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ 

 て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市水道局契約規程（平成 20 年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する 

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

  項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有する者 

  であること。 

 (2) 平成 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

 (3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け 

  ていない者であること。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

 (6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市 

  電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、８(9)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡

し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

 (1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

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

  、認めない。 

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

  ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準 

  （工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む。）と同

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

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

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

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

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

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

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

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科 

 目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳 

 細な内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と 

 一致した項目及び数量が明示されているものに限る。）の提出をしない者が行った入札、又は３（４） 

 の定めに従わない入札 

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

 札 

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請にお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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

 (1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を 

  行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名 

  及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

 (2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格 

  をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

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

   入札参加者にその旨を通知する。 

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

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う 

   。以後、落札者が決定するまで同様の手続きを繰り返す。 

 (5) (3) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開札 

  日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５ 

  時までの間に総務局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記 

  期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満 

  たす者でないとし、(4) イの手続きにより落札者を決定する。 

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

  当該落札候補者に通知する。 

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

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

  は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札し 

  た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 
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６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29 

 条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項

に規定する認定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各年

）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ご

とに支払い、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項に規定する認定を受けた場合は

、追加して契約で定める各会計年度の出来高予定額の 10 分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払

う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払

いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高

に応じて行う。 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術

者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参

加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第 

 ４項に定めるとおりとする。 

(7) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条 

 の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5)に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項の 

  規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は 

  、当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税

及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が

当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８割に満たない

者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者と

なるので留意すること。 

(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜

市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市総務局契約第一課あ

ての書留郵便により郵送又は横浜市総務局契約第一課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜

市のホームページを参照すること。 
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(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の

前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負

関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １０５２０１０４７９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
第一戸塚線口径５００ｍｍ配水管新設工事（その２） 

施工場所 
戸塚区戸塚町２９７６番地先から４１４４番地先まで 

工事概要 

泥濃式推進工（Φ８００ｍｍ、Ｌ＝６６ｍ）、小口径泥土圧高耐荷力圧送排土式推進工（ 
Φ７００ｍｍ、Ｌ＝１７０ｍ）、ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ２００ｍｍ～Φ５００ｍｍ 
、Ｌ＝４７７ｍ）、給水管取付替工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から６９５日間 

予定価格 ４１６，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）から（３）のすべての入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２２年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 
（２）平成８年４月１日以降に完成した次のいずれかの工事の施工実績を有すること（当 
  該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は出資比率が１０分の２以上の 
  ものに限る。）。 
  ア 管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の元請としての施工実績 
  イ 本市発注の、管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の下請としての施工実績 
（３）平成１２年４月１日以降に完成した上水道工事において、１件あたりの請負金額が 
  ２６２，４３９，１００円以上の元請としての施工実績又は１件あたりの請負金額が 
  ３４９，９１８，８００円以上の下請としての施工実績を有すること（当該施工実績 
  が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率で按分した額とすること。） 
  。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者講習修了証の写し  
（３）施工実績調書（工事内容欄に布設した導送配水管の種類、管径及び延長を記入し、 
併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。ただし 
、下請実績を証明する場合は、施工内容を確認できる注文書及び注文請書等の写しと、施 
工体系図の写し又は下請負人選定通知書の写しを添付すること。） （４）入札参加資格 
その他（３）の請負金額を証明する書類（契約書又はＣＯＲＩＮＳ登録データの写し等） 

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

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１６日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１７日（木）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ８回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付するこ  
  と。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 水道局南部工事課 電話 ０４５－８３３－６７８１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４９０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場排水処理ミーダ型掻寄機塗装工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地 

工事概要 

塗装工１９５ｍ２ 

工期 契約締結の日から３０日間 

予定価格 １，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４９１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
水道局西部給水維持課青葉事務所機械式駐車場設備修繕工事 

施工場所 
青葉区大場町４１番地１ 

工事概要 

リミットスイッチ交換工一式、パレット吊り金物交換工一式、ローラーチェーン交換工一 
式、駆動部及び従動車輪交換工一式 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２５日まで 

予定価格 １，７５５，２００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西部給水維持課 電話 ０４５－９７４－２３３１ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４９２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷浄水場濃硫酸設備脱臭装置修繕工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

換気装置設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月１８日まで 

予定価格 １，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２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 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５２０１０４９３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高島二丁目口径２００ｍｍから３００ｍｍ配水管更新工事 

施工場所 
西区高島二丁目７番５号地先から高島一丁目１番地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ２００ｍｍ～Φ３００ｍｍ、Ｌ＝４２ｍ）、ＳＵＳ鋼管挿入 
工（Φ２００ｍｍ、Ｌ＝４６ｍ）、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から１６０日間 

予定価格 ４７，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 
（１）平成２１・２２年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚 
  区内又は栄区内のいずれかにあること。 
（２）平成８年４月１日以降に完成した次のいずれかの工事の施工実績を有すること（当 
  該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上 
  のものに限る。）。 
  ア 管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の元請としての施工実績 
  イ 本市発注の、管径１００ｍｍ以上の導送配水管布設工事の下請としての施工実績 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置する場合は、 
配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保 
険被保険者証の写し等）及び（１）に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技 
術検定の合格証明書の写し等） （３）監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習修 
了証の写し （４）施工実績調書（工事内容欄に布設した導送配水管の種類、管径及び延 
長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付する 
こと。ただし、下請実績を証明する場合は、施工内容を確認できる注文書及び注文請書等 
の写しと、施工体系図の写し又は下請負人選定通知書の写しを添付すること。） 

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設 
  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付するこ  
  と。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 
（２）本件工事は建設改良に係る予算繰越対象契約である。 

工事担当課 水道局中部工事担当 電話 ０４５－２５２－７０９２ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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水道局調達公告第15号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「水道用ポリ塩化アルミニウム（10％） 951トン（概算）」ほか21件の契約について、一般

競争入札を行う。 

平成 23 年２月１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

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

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

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第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

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、横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関す

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

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１５２０２００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用ポリ塩化アルミニウム（１０％） ９５１トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局川井浄水場ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１５２０２００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素１２％） ４６９トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局川井浄水場ほか５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５２０２００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用濃硫酸（９３％） ６４０トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５２０２００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用濃硫酸（９３％） ４００トン（概算） 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷分庁舎、西谷第２分庁舎 水道施設警備業務委託 

納入／履行場所 
水道局西谷分庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 水道局建設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「はまっ子どうし Ｔｈｅ Ｗａｔｅｒ」配送業務委託 

納入／履行場所 
南区中村町４丁目３０５番地から各配送先（全国） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 水道局横浜の水プロモーション課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館ほか１９か所電気設備点検委託 

納入／履行場所 
水道局水道記念館ほか 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）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 水道局建設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場ほか除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５２０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川井系各配水池樹木管理等作業委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２１７０番地ほか６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１２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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５２０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場除草等作業委託 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場ほか５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場管内除草等作業委託 

納入／履行場所 
水道局牛久保配水池ほか２３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ２月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寒川取水事務所ほか除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局寒川取水事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 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：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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５２０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 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 ２月１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑・青葉地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局緑・青葉地域サービスセンター 

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。）。 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 水道局緑・青葉地域サービスセンター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚・泉地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局戸塚・泉地域サービスセンター 

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。）。 

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１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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 水道局戸塚・泉地域サービスセンター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部給水維持課鶴見事務所清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局北部給水維持課鶴見事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局北部給水維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部給水維持課青葉事務所清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局西部給水維持課青葉事務所 

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 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 水道局西部給水維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部給水維持課清掃業務委託 

納入／履行場所 
水道局西部給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 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１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２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 水道局西部給水維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部給水維持課 清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局南部給水維持課 

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。）。 

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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 水道局南部給水維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部給水維持課戸塚事務所 清掃作業委託  

納入／履行場所 
水道局南部給水維持課戸塚事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 水道局南部給水維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部給水維持課保土ケ谷事務所清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局中部給水維持課保土ケ谷事務所 

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 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１８日（金）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月２２日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 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 水道局中部給水維持課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５２０３００６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
人材開発センター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局人材開発センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局人材開発課 

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８号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「滝頭営業所鉄部塗装工事」ほか１件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成23年２月１日 

 

                                   横浜市交通事業管理者 

                                   交通局長 池 田 輝 政 

 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ 

 て満たしていなければならない。 

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

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

  項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1 項により定める資格を有する者 

  であること。 

 (2) 平成 21・22 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

 (3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け 

  ていない者であること。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

 (5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

 (6) その他、詳細については横浜市交通局契約規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市 

  電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、８(9)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする 

   こと。 

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

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

   間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また 

 、郵便による入札は認めない。 

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

 き、認めない。 

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

 テムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用 

 基準（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳書を含む。）と同

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

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

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

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

  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。 

交 通 局 
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 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

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

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費の内訳書（本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下「中科 

 目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（当該区分がないものは同等の内訳。以下同じ。）よりも詳 

 細な内訳が明示されており、かつ本市の中科目別内訳書又は本工事内訳書に記載した項目及び数量と 

 一致した項目及び数量が明示されているものに限る。）の提出をしない者が行った入札、又は３（４） 

 の定めに従わない入札 

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

 札 

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請にお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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

 (1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を 

  行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名 

  及び当該価格を通知し、落札の決定は保留する。 

 (2) 予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格 

  をもって入札を行った者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

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

   入札参加者にその旨を通知する。 

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

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち 低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う 

   。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 (5) (3) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開札 

  日（(4) イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の午後５ 

  時までの間に総務局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記 

  期間内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満 

  たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

  該落札候補者に通知する。 

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

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

  は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で 低制限価格以上の価格をもって入札し 

  た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 
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(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29 

 条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項

に規定する認定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各年

）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ご

とに支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項に規定する認定を受けた場合は

、追加して契約で定める各会計年度の出来高予定額の 10 分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払

う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支払

いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高

に応じて行う。 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術

者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入札参

加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでない。 

(5) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第 14 条第 

 ４項に定めるとおりとする。 

(7) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条 

 の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5)に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項の 

  規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は 

  、当該工事の契約は締結しないものとする。 

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

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

における当該工事と同工種の元請 高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税

及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請 高請負実績額が

当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８割に満たない

者は、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者と

なるので留意すること。 

(9) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜

市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定

書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市総務局契約第一課あ

ての書留郵便により郵送又は横浜市総務局契約第一課まで持参しなければならない。 

  なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜

市のホームページを参照すること。 

(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の
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前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負

関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １０５３０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
滝頭営業所鉄部塗装工事 

施工場所 
磯子区滝頭三丁目１番３３号 

工事概要 

塗装工２，１２８ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２８日まで 

予定価格 ５，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 塗装 

格付等級 - 

登録細目 【塗装：塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １０５３０１００６９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
センター南駅トップライト改修工事 

施工場所 
都筑区茅ケ崎中央１番１号 

工事概要 

電動跳上式排煙窓自動開閉装置補修工６か所 

工期 契約締結の日から平成２３年 ３月２８日まで 

予定価格 ４，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建具 

格付等級 - 

登録細目 【建具：建具工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２３年 ２月 ９日（水）午前 ９時００分から 
平成２３年 ２月１４日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１５日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４ 

契約事務担当課 総務局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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交通局調達公告第９号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「保土ケ谷・浅間町営業所事務所清掃及び車両清掃等業務」ほか７件の契約について、一般

競争入札を行う。 

平成 23 年２月１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

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

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

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第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

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。 



横浜市報調達公告版 

                                  第７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        318

(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 １１５３０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷・浅間町営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所ほか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 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５３０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
滝頭営業所ほか３営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局滝頭営業所ほか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 ２月１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局滝頭営業所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北営業所及び鶴見営業所清掃、車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局港北営業所ほか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 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局港北営業所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１５３０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上永谷駅ほか１０か所受水槽清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄上永谷駅ほか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。 

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１６日（水）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１８日（金）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５３０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
駅施設等竪排水管清掃委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄関内駅ほか６５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 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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １１５３０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
排水ポンプ他重要設備保守委託 

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 市内又は準市内 

その他 

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

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②当該業務又はこれと同種の業務 

の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①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 １１５３０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局クレーン定期自主検査 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地ほか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 【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１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時０５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。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 １１５３０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局車両検修設備保守委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２５年１２月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

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

いては上記の営業種目に第１位までに登録があること。②車両検修設備の保守業務の実績 

を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２３年 ２月１６日（水）午後 １時０５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 交通局車両課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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病院経営局調達公告第７号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年２月１日 

横浜市病院事業管理者 

病院経営局長 原   正 道 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

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

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   磯子区滝頭一丁目２番１号 

   横浜市立脳血管医療センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成 17 年３月病院経営局規程第 32 号）第３条第１項に掲げる者でない

こと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年２月 10 日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市病院経営局一般競争参加停

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

 (4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成 23 年２月 10 日（ただし、実績調書等は平成 23 年２月 18 日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 

枡田 電話 045(753)2615（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

病 院 経 営 局 
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覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

  横浜市病院経営局ホームページ入札・契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/keiyaku.html） 

  また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 23 年２月１日から平成 23 年２月 25 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 

電話 045(753)2615（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時  

平成 23 年３月 17 日午後３時 

(ｲ) 入札場所 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター２階会議室 

  イ 郵送による入札書の提出 

平成 23 年３月 16 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

  平成 23 年３月 17 日午後３時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程第 24 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札  

９ 落札者の決定 

横浜市病院経営局契約規程第 17 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 23 年度横浜市病院事業会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  
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(1) Subject matter of the contract: Provision of approx．4,730,000kwh of electricity 

Consumed by Yokohama Stroke and Brain Center  

(2) Date of tender:  3:00 p.m. , 17．March，2011  

(3) Contact point for the notice: Management Division，Yokohama Stroke and Brain Center 1-2-1 

Takigashira,Isogo-ku, Yokohama,235-0012, TEL 045(753)2615 
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特定調達契約に係る公募型プロポーザル手続の開始 

 次のとおり提案書の提出を招請する。 

    平成 23 年２月１日 

     契約事務受任者 

     横浜市副市長 大 場 茂 美 

１ 提案書の招請に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    生活保護システム開発業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

提案書作成要領による。 

 (3) 履行期間 

平成 23 年６月１日から平成 26 年３月 31 日まで 

 (4) 履行場所 

   横浜市健康福祉局生活福祉部保護課 

その他本市が別途指定する場所 

２ 提案書の提出者の資格    

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「コンピュータ業

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

されているものであること。 

(3) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託者特定の日までの間のいずれの日においても、横浜

市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けて

いない者であること。 

(4) 過去に人口 50 万人以上の地方公共団体において、WAN 環境で利用するパッケージソフトを用いた生

活保護システム又は福祉系システムの設計・構築業務実績があること。 

(5) 端末機 50 台以上かつ接続拠点５箇所以上の WAN 環境における、情報システムの設計・構築業務実績

があること。 

(6) 情報システムの設計・構築に当たり、J2EE Web アプリケーションを利用した情報システムとの結合

又は連携を行った実績があること。 

(7) 情報システムの設計・構築に当たり、LDAP を利用したシングルサインオンシステムと連携して、シ

ステム利用認証を行った実績があること。 

３ 参加表明の手続 

(1) 提出書類及び提出先等 

  参加意向申出書（提案書作成要領‐様式１による。）を第７項第１号に示す部課に提出すること。そ

の際、第２項第４号、第５号、第６号及び第７号に示す参加条件を満たしていることを証する資料を

添付すること。 

(2) 提出期限 

平成 23 年２月 18 日午後５時まで 

 (3) 提出方法 

   持参又は郵送 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局生活福祉部保護課（関内駅前第二ビル３階） 

洲崎、結城 電話 045(671)2429（直通） 

４ 提案書の提出者の資格の喪失 

そ の 他 



横浜市報調達公告版 

                                  第７号 平成 23 年２月１日発行  

                                                    

                        331

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

案書を提出することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 提案書作成要領に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 提案書の提出に必要な書類を示す場所等 

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

出期限の日まで閲覧に供する。 

６ 提案書作成要領等の交付方法等 

横浜市健康福祉局生活福祉部保護課ホームページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/hogo/propo.html) 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成 23 年２月１日から平成 23 年３月 14 日まで（日曜日、土曜日、祝日及び年末年始の閉庁日を除

く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局生活福祉部保護課（関内駅前第二ビル３階） 

７ 提案書の提出部課及び提出期限 

(1) 提出部課 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局生活福祉部保護課（関内駅前第二ビル３階） 

電話 045(671)2429（直通） 

(2) 提出期限 

平成 23 年３月 14 日午後５時まで 

８ 提案書の無効 

次の提案書は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った提案書 

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

(3) 第７項第２号に定める日時までに提出されない又は到着しない提案書 

９ 提案書の特定に関する事項 

(1) 提案内容に関するヒアリング 

提案書の提出者に対して、提案書の内容について、ヒアリング（横浜市への提案書内容についての

説明及び質疑応答）を行う。 

(2) 提案書の特定のための評価基準 

提案書の特定は、次の基準により総合的に評価のうえ行う。 

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

は提案書の特定を行わないことがある。 

 ア 業務要件の実現 

 イ AIST 包括フレームワーク及び基盤システムの活用 

 ウ 非機能要件の実現 

 エ 保守性とランニングコスト 

 オ プロジェクトマネジメント 

 カ ヒアリングによる技術評価  

10 契約保証金 

免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

(1) 提案書の招請手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 経費負担 

提案書の提出にかかる一切の経費は提案者の負担とする。 

(4) 提出された提案書の取扱い 

横浜市に提出された提案書は返却しない。 

 (5) 契約の条件 

   この契約は、平成 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

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(6) 詳細は、提案書作成要領による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: A development consignment of the Social Security Service  

   System 

(2) Time-limit to express interests: 5:00p.m., 18 February, 2011 

(3) Time-limit to submit proposal: 5:00p.m., 14 March, 2011 

(4) Contact point for the notice: Social Security Service Division, Health and Social Welfare 

   Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama,231-0017 TEL 045(671)2429 

 


