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第 15 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更････････････････････････････････････････････････････２ 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････５ 
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期･･････････････････････････････････････････････････７ 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････８ 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････９ 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････10 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････11 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････12 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････13 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････14 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････15 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････16 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････17 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････18 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････19 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････20 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････21 
△ 一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更････････････････････････････････････････････22 
 
【水道局】 
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更････････････････････････････････････････････････････24 
△ 同････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････26 
△ 一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更････････････････････････････････････････････27 
 
【交通局】 
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更････････････････････････････････････････････････････28 
△ 一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更････････････････････････････････････････････29 
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横浜市調達公告第 99 号 

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成 23 年２月 22 日発行第 11 号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第 88 号により公告した次

の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者          

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 平成 23 年３月 15 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 10 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 14 日（月）午後５時 00 分まで 

    変更後：平成 23 年３月 10 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 22 日（火）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日時 

変更前：平成 23 年３月 15 日 

変更後：平成 23 年３月 23 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1112010001 横浜ベイブリッジ・スカイウォーク維持工事 

1114010001 港湾局電気設備緊急修繕工事（その１） 

1114010003 港湾局建築緊急修繕工事（その１） 

1121010007 中部水再生センターＢ系送風機冷却塔等修理工事 

1121010016 港北水再生センター北側第１・２系列 終沈殿池スカム除去装置修理工事 

1132010007 神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

1136010002 港南土木管内取付管接続受託下水道工事 

1138010002 旭土木管内取付管接続受託下水道工事 

1139010002 磯子土木管内下水道修繕工事（その２） 

1139010004 磯子土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 

1140010004 金沢土木管内取付管接続受託下水道工事 

1141010002 港北土木管内下水道修繕工事（その３） 

1142010001 緑土木管内区画線設置工事 

1142010004 緑土木管内下水道修繕・整備工事 

1143010004 青葉土木管内取付管接続受託下水道工事（その１） 

1143010008 青葉土木管内公園施設修繕工事（その２） 

1143010010 青葉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

1144010002 都筑土木管内歩道補修工事 

1144010005 都筑土木管内防護柵設置工事（その１） 

1146010004 栄土木管内防護柵設置工事（その１） 

1147010004 泉土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道工事（その２） 

1148010001 瀬谷土木管内区画線設置工事 

1148010005 瀬谷土木管内取付管接続受託下水道工事 

 

 

 

調 達 公 告 
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２ 平成 23 年３月 16 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 15 日（火）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 23 日（水）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 16 日 

変更後：平成 23 年３月 24 日 

契約番号 件名 

1114010005 各ふ頭補修工事（２３－１） 

1121010018 神奈川水再生センター調整汚泥配管等修理工事 

1121010021 新治里山公園全天候型屋外体験施設新築工事（衛生空調設備工事） 

1132010006 神奈川土木管内河川水路維持工事 

1133010004 西土木管内防護柵等設置工事 

1133010005 西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

1135010004 南土木管内下水道修繕工事（その２） 

1140010007 金沢土木管内防護柵設置工事（その１） 

1142010006 緑土木管内河川維持工事 

1142010007 緑土木管内安全施設設置工事 

1142010009 緑土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 

1143010001 青葉土木管内区画線設置工事・あんしんカラーベルト設置工事（その１） 

1143010005 青葉土木管内防護柵設置工事・防護柵補修工事（その１） 

1144010006 都筑土木管内排水路維持・整備工事 

1145010003 戸塚土木管内取付管接続受託下水道工事（その１） 

1147010006 泉土木管内河川水路維持工事（その２） 

1147010007 泉土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 

1148010006 瀬谷土木管内下水道修繕・整備工事 

 

 

３ 平成 23 年３月 17 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 14 日（月）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 16 日（水）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 14 日（月）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 24 日（木）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 17 日 

変更後：平成 23 年３月 25 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1114010004 港湾施設補修工事（２３－１） 

1121010008 中部水再生センターＢ系次亜塩素酸ソーダ注入設備配管修理工事 

1121010012 栄第一水再生センター電話設備改良工事 

1121010017 北部汚泥資源化センター港北送泥設備送泥ポンプ修理工事 

1126010001 中土木事務所仮庁舎改修工事（建築工事） 

1126010002 中土木事務所仮庁舎改修工事（電気設備工事） 

1134010003 中土木管内舗装補修（応急修理）工事 

1141010005 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

1142010008 緑土木管内排水路維持工事 
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1143010007 青葉土木管内排水路維持工事 

1144010001 都筑土木管内区画線等設置工事（その１） 

1145010004 戸塚土木管内防護柵設置工事（その１） 

1146010005 栄土木管内水路・河川維持工事 

1146010006 栄土木管内舗装補修（応急修理）工事（その１） 

1147010001 泉土木管内公園施設修繕工事（その２） 

1147010005 泉土木管内河川水路維持工事（その１） 

1148010007 瀬谷土木管内河川水路維持工事（その１） 

1148010008 瀬谷土木管内防護柵設置工事 
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横浜市調達公告第 100 号 

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成 23 年３月１日発行第 12 号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第 94 号により公告した次の

一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者          

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 平成 23 年３月 23 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 17 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 22 日（火）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 17 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 28 日（月）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 23 日 

変更後：平成 23 年３月 29 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1112010003 新開橋架替工事（その３） 

1114010006 南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その３） 

1121010019 桜木ポンプ場Ｎｏ．６流入ゲート改良工事 

1171010001 みなと総合高等学校（高層棟）耐震補強その他工事（建築工事） 

 

 

２ 平成 23 年３月 24 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 18 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 23 日（水）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 18 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 29 日（火）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 24 日 

変更後：平成 23 年３月 30 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1114010008 南本牧埋立工事（第５ブロック海上地盤改良工その２） 

1121010001 新治里山公園全天候型屋外体験施設新築工事（建築工事） 

1121010022 山手公園テニスコート施設改良工事 

1121010023 野島公園護岸整備工事 

 

 

３ 平成 23 年３月 25 日開札予定の案件について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 22 日（火）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 24 日（木）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 22 日（火）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 30 日（水）午後５時 00 分まで 
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（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 25 日 

変更後：平成 23 年３月 31 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1114010007 南本牧埋立工事（第４ブロック載荷盛土工その２） 

1114010011 南本牧埋立工事（ＭＣ－３中仕切堤補強工） 

1122010001 鶴見工場多成分排ガス分析装置補修工事 
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横浜市調達公告第101号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第63号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

 (1) ノートパソコン 370台の購入（Ａ） 

 (2) ノートパソコン 260台ほかの購入（Ｂ）   

２ 入札及び開札 

  第１項第１号及び第２号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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午前11時15分 

3 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:  

  ①  11:15 a.m.，17 March, 2011 

  ②  11:15 a.m.，17 March, 2011  
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横浜市調達公告第102号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第64号により公告した一般競争

入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

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 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午前９時50分 

３ 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., 17 March,2011 
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横浜市調達公告第103号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第65号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

 (1) 液体かせいソーダ（濃度48％） 約620トンの購入 

 (2) 次亜塩素酸ソーダ（濃度12％） 約944トンの購入 

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

      第１項第１号及び第２号に掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成23年３月10日から平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    (1) 平成23年３月17日午前９時30分 

(2) 平成23年３月17日午前９時40分 

   (ｲ) 入札場所 

     第１項第１号及び第２号に掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

     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 

    第１項第１号及び第２号に掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成23年３月16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  (1) 平成23年３月17日午前９時30分 

(2) 平成23年３月17日午前９時40分 

３ 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., 17 March,2011 

② 9:40 a.m., 17 March,2011 
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横浜市調達公告第104号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第66号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

(1) アンモニア水 約312,000キログラムの購入 

(2) 高反応性消石灰 約977,000キログラムの購入 

 (3) 重金属固定剤 約81,000キログラムの購入 

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

      第１項第１号から第３号までに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成23年３月10日から平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     第１項第１号から第３号までに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    (1) 平成23年３月17日午前10時 

(2) 平成23年３月17日午前10時10分 

(3) 平成23年３月17日午前10時30分 

   (ｲ) 入札場所 

     第１項第１号から第３号までに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

     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 

    第１項第１号から第３号までに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成23年３月16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号から第３号までに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  (1) 平成23年３月17日午前10時 

(2) 平成23年３月17日午前10時10分 

(3) 平成23年３月17日午前10時30分 

３ 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., 17 March,2011 

② 10:10 a.m., 17 March,2011 

③ 10:30 a.m., 17 March,2011 
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横浜市調達公告第105号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第67号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

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 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午前10時10分 

３ Summary 

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

(2) Deadline for the tender: 10:10 a.m., 17 March,2011 
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横浜市調達公告第106号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第68号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

 (1) 高反応性消石灰 約822,000キログラムの購入 

 (2) 重金属固定剤 約121,000キログラムの購入 

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

      第１項第１号及び第２号に掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成23年３月10日から平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    (1) 平成23年３月17日午前10時10分 

(2) 平成23年３月17日午前10時30分 

   (ｲ) 入札場所 

     第１項第１号及び第２号に掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

     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 

    第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    平成23年３月16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  (1) 平成23年３月17日午前10時10分 

(2) 平成23年３月17日午前10時30分 

３ 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., 17 March,2011 

② 10:30 a.m., 17 March,2011 
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横浜市調達公告第107号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第69号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

 (1) 高反応性消石灰 約550,350キログラムの購入 

 (2) 重金属固定剤 約122,300キログラムの購入 

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

      第１項第１号及び第２号に掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成23年３月10日から平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    (1) 平成23年３月17日午前10時10分 

(2) 平成23年３月17日午前10時30分 

   (ｲ) 入札場所 

     第１項第１号及び第２号に掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

     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 

    第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

    平成23年３月16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   第１項第１号及び第２号に掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

  (1) 平成23年３月17日午前10時10分 

(2) 平成23年３月17日午前10時30分 

３ 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., 17 March,2011 

② 10:30 a.m., 17 March,2011 
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横浜市調達公告第108号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第70号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

  白灯油 約90,000リットルの購入 

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後１時30分 

3 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.，17 March, 2011 
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横浜市調達公告第109号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第71号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

  白灯油 約198,000リットルの購入 

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後１時30分 

3 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.，17 March, 2011 
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横浜市調達公告第110号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第72号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

  白灯油 約252,000リットルの購入 

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後１時30分 

3 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.，17 March, 2011 
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横浜市調達公告第111号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第73号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

  コピー用紙Ａ４ 約14,000 箱の購入  

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後１時10 分 

3 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.，17 March, 2011 
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横浜市調達公告第112号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第74号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

  高性能複写機 １台の借入   

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後４時 

3 Summary 

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

 (2) Deadline for the tender: 4:00 p.m., 17 March,2011  
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横浜市調達公告第113号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第75号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

  デジタル複合機 19台の借入   

２ 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後３時30分 

3 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., 17 March,2011 

  



横浜市報調達公告版 

                                 第 15 号 平成 23 年３月 14 日発行 

                                                    

                        20

 

横浜市調達公告第114号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第76号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

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 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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後３時45分 

3 Summary 

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

 (2) Deadline for the tender: 3:45 p.m., 17 March,2011  
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横浜市調達公告第115号 

  特定調達契約に係る一般競争入札の施行延期 

平成23年２月１日発行第７号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第77号により公告した一般競

争入札について、次のとおり入札の施行を延期する。 

平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者       

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

１ 件名及び数量 

 (1) 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   

 (2) 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 入札及び開札 

  第１項第１号及び第２号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。 

なお、紙又は郵送により入札書を提出しようとする場合は、横浜市電子入札案件における紙入札参加

届出書を平成23年３月16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時まで）に横浜市総務局契約財産部契約第二課に提出すること。 

  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16日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午

後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで） 

  イ 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

     平成23年３月17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16日午後５時までに横浜市総務局契約財産部契約第二課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成23年３月17日午後２時15分 

3 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.，17 March, 2011 

  ②  ２:15 p.m.，17 March, 2011  
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横浜市調達公告第 116 号 

一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 

平成 23 年３月１日発行第 12 号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第 96 号により公告した次の

一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

契約事務受任者          

横浜市総務局長 鈴 木   隆  

 

 

１ 平成 23 年３月 14 日開札予定の案件の変更について 

 (1) 変更内容 

   変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 14 日（月）午後１時 00 分まで 

   変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 18 日（金）午後１時 00 分まで 

 (2) 開札予定日時 

   変更前：平成 23 年３月 14 日 

   変更後：平成 23 年３月 18 日 

 (3) 対象案件 

契約番号 件名 

1112020004 データ出力（モノクロ） Ａ０ ５０枚（概算）ほか 

1112020005 ＰＤＦ出力普通紙（白黒） ２．０Ａ０ １０枚（概算）ほか 

1121020026 特Ａ重油（ローリー納入） ２８，０００リットル（概算）ほか 

1121020027 特Ａ重油（ローリー納入） ４２，０００リットル（概算）ほか 

1121020028 特Ａ重油（ローリー納入） ３６，０００リットル（概算） 

1121020029 白灯油（ローリー納入） ３０，０００リットル（概算）ほか 

1121020030 特Ａ重油（ローリー納入） ３６，０００リットル（概算） 

1121020031 特Ａ重油（ミニローリー納入） ３０，０００リットル（概算） 

1121020032 特Ａ重油（ローリー納入） ２４，０００リットル（概算）ほか 

1121020033 特Ａ重油（ローリー納入） ２４，０００リットル（概算） 

1121020034 特Ａ重油（ローリー納入） ３０，０００リットル（概算） 

1121020035 特Ａ重油（ミニローリー搬入） ３６，０００リットル（概算） 

1121020036 特Ａ重油（ミニローリー納入） １１，２００リットル（概算）ほか 

1121020037 カラーコピー（普通紙）Ａ０ ８０枚（概算）ほか 

1121020038 カラーコピー（普通紙）Ａ０ ２００枚（概算）ほか 

1122020062 軽油（免税・パトロール給油） １５，０００リットル（概算）ほか 

1122020084 
タイヤ整備 軽自動車・乗用車・小型トラック（チューブレス含む）パンク修理（組

替含む） ７本（概算）ほか 

1122020085 
タイヤ整備 軽自動車・乗用車・小型トラック（チューブレス含む）パンク修理（組

替含む） ３本（概算）ほか 

1122020086 
タイヤ整備 軽自動車・乗用車・小型トラック（チューブレスを含む）パンク修理

（組替含む） ６本（概算）ほか 

1122020087 
タイヤ整備 軽自動車・乗用車・小型トラック（チューブレス含む）パンク修理（組

替含む） ３本（概算）ほか  

1125020003 市会予算書 ２４９，３５３枚（概算）の印刷 

1125020025 
ガソリン（ハイオクスタンド給油） １５，０００リットル（概算）ほか 総務局総

務課 （フルサービス） 
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1128020010 ＯＣＲ督促状 ３０１，０００枚の印刷 

1128020011 ＯＣＲ納付書（１枚組） ９４，０００枚ほかの印刷 

1128020012 介護保険料額決定通知書 ７８７，０００枚の印刷 

1128020014 催告書兼納付書 １４４，０００枚ほかの印刷 

1128020017 狂犬病用ＴＣワクチン １０箱（概算）ほか 

1171020015 
ウイルス対策ソフトＳｙｍａｎｔｅｃ Ｅｎｄｐｏｉｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ

１１．０（ＳＥＰ）更新権（Ｓｙｍａｎｔｅｃ） ６１，７３２本 製品指定 

1171020016 
フィルタリングソフトＩｎｔｅｒＳａｆｅ Ｗｅｂ Ｆｉｌｔｅｒ Ｖ６．５（アル

プスシステムインテグレーション） ２８，０００ライセンス 製品指定 

1171020017 横浜市児童生徒指導要録記入の手引 １２，３００部の印刷 

1171020018 はまっ子学習ドリル・検定シート ２８３，６００部の印刷 

1175020003 
ヨコハマ議会だよりＮＯ．８０（５月）、ＮＯ．８２（１１月）、ＮＯ．８３（２月）

４，３５０，０００部（概算）ほかの印刷 

 

 

２ 平成 23 年３月 15 日開札予定の案件の変更について 

 (1) 変更内容 

   変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 15 日（火）午後１時 00 分まで 

   変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 18 日（金）午後１時 00 分まで 

 (2) 開札予定日時 

   変更前：平成 23 年３月 15 日 

   変更後：平成 23 年３月 18 日 

 (3) 対象案件 

契約番号 件名 

1112030045 流域貯留浸透施設清掃廃棄物処分委託 

1121030052 山下公園内廃棄物収集運搬業務委託 

1121030053 港の見える丘公園ほか９公園産業廃棄物収集運搬業務委託 

1121030054 三ツ沢公園ほか４公園廃棄物収集運搬業務委託 

1122030011 歩道清掃等に係る産業廃棄物収集運搬委託 

1122030059 オイルトラップ汚泥収集・運搬委託 

1123030005 収納金の一時保管・警備輸送業務委託 

1128030077 
健康福祉局衛生研究所タンデム型高速液体クロマトグラフ質量分析計（Ｗａｔｅｒｓ

社アライアンス等）保守委託 

1128030078 高速液体クロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 

1129030010 食肉市場汚泥搬出委託 

1129030016 南部市場下水管等清掃委託 

1129030017 中央卸売市場本場下水清掃防疫委託 
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水道局調達公告第 31 号 

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成 23 年２月 22 日発行第 11 号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第 21 号により公告した次

の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 齋 藤 義 孝  

 

 

１ 平成 23 年３月 15 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 10 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 14 日（月）午後５時 00 分まで 

    変更後：平成 23 年３月 10 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 22 日（火）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日時 

変更前：平成 23 年３月 15 日 

変更後：平成 23 年３月 23 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1152010003 中部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

1152010005 西部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

1152010008 北部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

1152010015 西部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その２） 

1152010018 中部第一給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その２） 

1152010027 北部第一給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その２） 

1152010032 北部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

1152010039 北部第二給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 

1152010041 西部第二給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 

1152010042 南部第二給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 

1152010044 中部第二給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 

 

 

２ 平成 23 年３月 16 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 15 日（火）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 23 日（水）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 16 日 

変更後：平成 23 年３月 24 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1152010001 南部第一給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

水 道 局 
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1152010002 中部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

1152010009 北部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

1152010014 西部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その１） 

1152010019 中部第一給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

1152010025 南部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その１） 

1152010028 北部第一給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

 

 

３ 平成 23 年３月 17 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 14 日（月）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 16 日（水）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 14 日（月）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 24 日（木）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 17 日 

変更後：平成 23 年３月 25 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1152010004 西部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

1152010006 南部第二給水維持課管内 口径７５ｍｍ以下小規模漏水修理工事 

1152010016 西部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

1152010022 中部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その３） 

1152010029 北部第一給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その４） 

1152010033 北部第二給水維持課管内 道路掘削跡路面復旧工事（その４） 

1152010038 北部第一給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 

1152010040 西部第一給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 

1152010043 南部第一給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 

1152010045 中部第一給水維持課管内 配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備修理工事 
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水道局調達公告第 32 号 

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成 23 年３月１日発行第 12 号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第 23 号により公告した次の

一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 齋 藤 義 孝  

 

１ 平成 23 年３月 23 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 17 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 22 日（火）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 17 日（木）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 28 日（月）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 23 日 

変更後：平成 23 年３月 29 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1152010035 谷津町口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

 

２ 平成 23 年３月 24 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 18 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 23 日（水）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 18 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 29 日（火）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 24 日 

変更後：平成 23 年３月 30 日 

（３）対象案件  

契約番号 件名 

1152010036 六ツ川一丁目ほか１か所口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

1152010037 狩場町口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

 

３ 平成 23 年３月 25 日開札予定の案件について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 22 日（火）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 24 日（木）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 22 日（火）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 30 日（水）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 25 日 

変更後：平成 23 年３月 31 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1152010046 新井町口径１５０ｍｍ配水管布設替工事（その１） 
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水道局調達公告第 33 号 

一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 

平成 23 年３月１日発行第 12 号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第 30 号により公告した次の

一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 齋 藤 義 孝  

 

１ 平成 23 年３月 14 日開札予定の案件の変更について 

 (1) 変更内容 

   変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 14 日（月）午後１時 00 分まで 

   変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 18 日（金）午後１時 00 分まで 

 (2) 開札予定日時 

   変更前：平成 23 年３月 14 日 

   変更後：平成 23 年３月 18 日 

 (3) 対象案件 

契約番号 件名 

1152020032 ガソリン（レギュラースタンド給油） ２２，０００リットル（概算）ほか 水道局北

部給水維持課 （フルサービス） 

1152020033 ガソリン（レギュラースタンド給油） １７，３００リットル（概算）ほか 水道局北

部給水維持課鶴見事務所 （フルサービス） 

1152020034 ガソリン（レギュラースタンド給油） ２５，１５０リットル（概算）ほか  水道局

西部給水維持課 （フルサービス） 

1152020035 ガソリン（レギュラースタンド給油） ２０，６５７リットル（概算）ほか 水道局南

部給水維持課 （フルサービス） 

1152020036 ガソリン（レギュラースタンド給油） １７，５６２リットル（概算）ほか 水道局中

部給水維持課 （フルサービス） 

 

 

２ 平成 23 年３月 15 日開札予定の案件の変更について 

 (1) 変更内容 

   変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 15 日（火）午後１時 00 分まで 

   変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 18 日（金）午後１時 00 分まで 

 (2) 開札予定日時 

   変更前：平成 23 年３月 15 日 

   変更後：平成 23 年３月 18 日 

 (3) 対象案件 

契約番号 件名 

1152030142 「はまっ子どうし Ｔｈｅ Ｗａｔｅｒ」配送業務委託 
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交通局調達公告第 19 号 

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成 23 年２月 22 日発行第 11 号横浜市報調達公告版における交通局調達公告第 15 号により公告した次

の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 池 田 輝 政  

 

１ 平成 23 年３月 16 日開札予定の案件の変更について 

（１）入札期間 

変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 15 日（火）午後５時 00 分まで 

変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

平成 23 年３月 23 日（水）午後５時 00 分まで 

（２）開札予定日 

変更前：平成 23 年３月 16 日 

変更後：平成 23 年３月 24 日 

（３）対象案件 

契約番号 件名 

1153010002 高速鉄道及びバス営業所ほか電気設備小工事 

 

交 通 局 
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交通局調達公告第 20 号 

一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 

平成 23 年３月１日発行第 12 号横浜市報調達公告版における交通局調達公告第 17 号により公告した次の

一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 23 年３月 14 日 

 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 池 田 輝 政  

 

 

１ 平成 23 年３月 15 日開札予定の案件の変更について 

 (1) 変更内容 

   変更前：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 15 日（火）午後１時 00 分まで 

   変更後：平成 23 年３月 11 日（金）午前９時 00 分から 

       平成 23 年３月 18 日（金）午後１時 00 分まで 

 (2) 開札予定日時 

   変更前：平成 23 年３月 15 日 

   変更後：平成 23 年３月 18 日 

 (3) 対象案件 

契約番号 件名 

1153030121 交通局施設自動ドア保守点検委託 

1153030120 交通局一般工作機械保守委託 

 

 

 


