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第 12 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）の施行 
  （新開橋架替工事（その３） ほか10件）････････････････････････････････････････････････････２ 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
（財務会計システムに係るサーバ機 一式の借入）･･･････････････････････････････････････････28 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（データ出力（モノクロ） Ａ０ 50枚（概算）ほか ほか44件）･････････････････････････････31 

 
【水道局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 
  （谷津町口径100ｍｍ配水管布設替工事 ほか３件）･･･････････････････････････････････････････79 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 
（直管（ＮＳ形）600×6000（接合部品を含む） 38本の購入 ほか２件）･･･････････････････････91 

△ 同（直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 1,690 本ほかの購入）･････････････････････94 

△ 同（直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 1,259 本ほかの購入）･････････････････････97 

△ 同（直管（ＮＳ形）500×6000（接合部品を含む） 42 本の購入 ほか２件）･･･････････････････100 

△ 同（直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 441 本ほかの購入）･･････････････････････103 

△ 同（直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 690 本ほかの購入）･･････････････････････106 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（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） ほか５件）･･････････････････････････････････････････････････････････109 

 
【交通局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 
（交通局一般工作機械保守委託 ほか１件）････････････････････････････････････････････････118 
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横浜市調達公告第 94 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「新開橋架替工事（その３）」ほか 10 件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成23年３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 23・24 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。 

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

  不調とする。 

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

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 工事費の内訳書（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。 
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(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、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、開札日において、平成 23・24 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 
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  事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１１２０１０００３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新開橋架替工事（その３） 

施工場所 
中区新山下一丁目１番１０号地先から新山下二丁目４番２号地先まで 

工事概要 

橋脚撤去工２基、躯体工新設基礎工（鋼管杭Φ９００ｍｍ、２４本） ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで 

予定価格 ２１９，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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。）  

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（工事内容欄に海上において作業船を使用して施工した鋼管杭又は鋼 
管矢板の打込工を含む港湾工事を記入し、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。） （４）共同企業体協定書兼委任状（特定建設共同 
企業体による入札の場合） 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２３日（水）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 

※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 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９１ 

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 １１１２０１０００３ 

工事件名 
新開橋架替工事（その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
本件工事の入札は混合入札により執行する。 
次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体又は単体企業であること。 
（１）特定建設共同企業体の資格要件 
  ア 各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であ 
   ること（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。  
  イ 構成員の数は２者であること。 
  ウ 構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資 
   額の１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同 
   企業体構成員中 大であること。 
  エ 構成員の組み合わせは、前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件を満たす者に 
   よる組み合わせであること。 
    平成８年４月１日以降に完成した、海上において作業船を使用して施工した鋼管 
   杭又は鋼管矢板の打込工を含む港湾工事の元請としての施工実績を有すること（当 
   該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以 
   上のものに限る。）。 
（２）単体企業の資格要件 
    前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件を満たす者であること。 
    平成８年４月１日以降に完成した、海上において作業船を使用して施工した鋼管 
   杭又は鋼管矢板の打込工を含む港湾工事の元請としての施工実績を有すること（当 
   該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以 
   上のものに限る。）。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（２）特定建設共同企業体による入札の場合は、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類の 
  うち（４）共同企業体協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない 
  （公告本文８（１０）を参照）。 
（３）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。 
（４）特定建設共同企業体の場合は、次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を 
  構成員ごとに算定し、各構成員の当該算定した額を合計した金額が２３０，５１７， 

０００円に満たない者は、本件工事の契約を締結できない。なお、基準日は開札日と 
  する（公告本文８（９）を参照）。 
  ア 平成２３・２４年度の工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の港湾 
   に係る工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２３・２４年度の工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の港湾 
   に係る工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（５）単体企業の場合は、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）。 
（６）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
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 １１１４０１０００６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その３） 

施工場所 
中区南本牧２番地先 

工事概要 

サンドドレーン工（Φ５０ｃｍ、Ｌ＝１４．７ｍ～２７．６ｍ、１，０３６本）、ファイ 
バードレーン工（Ｌ＝１２．３ｍ～２３．７ｍ、７，６２３本）、サンドマット 
１５，９２６ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ９月２０日まで 

予定価格 ２２７，３００，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

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。）  

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に地盤改良工事の工法名を記 
入し、役職欄の監理技術者又は現場代理人のいずれか従事する方に丸印をつけること（現 
場代理人に従事する場合は、その他欄に現場代理人と記入し丸印をつけること。）。）  
（２）監理技術者講習修了証の写し （３）施工実績調書（工事内容欄に地盤改良工事の 
工法名及び施工深度を記入し、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。） （４）共同企業体協定書兼委任状 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２３日（水）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  該当しない 

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 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０６ 

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 １１１４０１０００６ 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
前頁の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 
  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額 
  の１０分の４以上であるとともに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という 
  。）の出資比率は、当該共同企業体構成員中 大であること。 
（４）各構成員は、前頁の入札参加資格を満たす者であること。 
（５）代表構成員の平成２３・２４年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工 
  種の土木に係る工事 高請負実績の元請金額が、１４３，１９９，０００円以上であ 
  ること。 
（６）構成員の組み合わせは、次のア代表構成員の資格要件（ア）及び（イ）を満たす者 
  とイ第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件（ア）から（ウ）まですべてを満た 
  す者による組み合わせであること。 
 ※施工実績及び施工経験は、いずれも平成８年４月１日以降に完成したもの（当該施工 
  実績及び施工経験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 代表構成員の資格要件 
  （ア）施工深度１６ｍ以上のサンドドレーン工法を用いた地盤改良工事の元請として 
    の施工実績を有すること。 
  （イ）前頁の技術者は、サンドドレーン工法を用いた地盤改良工事の元請としての施 
    工経験を有すること。 
  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 
  （ア）所在地区分が市内であること。 
  （イ）地盤改良工事の元請としての施工実績を有すること。 
  （ウ）前頁の技術者は、地盤改良工事の元請としての施工経験を有すること。 
（７）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者を、本件工事における現場代理 
   人又は監理技術者として配置すること。 
（８）第２位構成員（市内企業構成員）に所属する技術者が、サンドドレーン工法を用い 
  た地盤改良工事の元請としての施工経験を有していない場合は、代表構成員に所属す 
  る技術者を本件工事における監理技術者として配置すること。 
 
 
【注意事項】 
（１）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７号の規定に基づき、 
  開札日において、次の工事を受注・施工している者は、本件工事の契約を締結できな 
  い（ただし、竣工検査及び引渡しが完了している場合はこの限りではない。）。 
  ア 南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その２） 
（２）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（４）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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
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 １１１４０１０００７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック載荷盛土工その２） 

施工場所 
中区南本牧２番地先 

工事概要 

載荷土砂工２４０，６８１ｍ３、砕石投入工２４０ｍ３、コルゲートパイプ据付工Ｌ＝ 
１６ｍ 

工期 契約締結の日から平成２３年１２月２８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 

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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２５日（金）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  該当しない 

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 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０６ 

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 １１１４０１０００７ 

工事件名 
南本牧埋立工事（第４ブロック載荷盛土工その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）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７号の規定に基づき、 
  開札日において、次の工事を受注・施工している者は、本件工事の契約を締結できな 
  い（ただし、竣工検査及び引渡しが完了している場合はこの限りではない。）。 
  ア 南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工） 
  イ 南本牧埋立工事（第４ブロック地盤改良工その２） 
  ウ 南本牧埋立工事（第４ブロック載荷盛土工） 
（３）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（４）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。 
（５）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）。 
（６）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１１４０１０００８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（第５ブロック海上地盤改良工その２） 

施工場所 
中区南本牧３番の１地先公有水面 

工事概要 

サンドドレーン杭打込工（４３５本、 大改良深度－６３ｍ）、本敷砂投入（ＮＥＴ） 
３０，８０１ｍ３、敷砂均し１３，４２５ｍ２ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ９月３０日まで 

予定価格 ５３７，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

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。）  

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（工事内容欄に地盤改良工事の工法及び改良深度を記入し、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。） （４）共同 
企業体協定書兼委任状 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２４日（木）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  該当しない 

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 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０６ 

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 １１１４０１０００８ 

工事件名 
南本牧埋立工事（第５ブロック海上地盤改良工その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
次の要件をすべて満たす特定建設共同企業体であること。 
（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 
  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。  
（２）構成員の数は２者であること。 
（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額 
  の１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業 
  体構成員中 大であること。 
（４）構成員の組み合わせは、前頁の入札参加資格のほか、次の資格要件ア及びイを満た 
  す者による組み合わせであること。 
 ※ 施工実績及び技術者の施工経験は、いずれも平成８年４月１日以降に完成したもの 
  （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 海上から作業船を用いて施工した改良深度－３７ｍ以深の地盤改良工事の元請と 
   しての施工実績を有すること。 
  イ 前頁の技術者は、海上から施工した地盤改良工事の元請としての施工経験を有す 
   ること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（２）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 
  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）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。 
（４）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 
  の当該算定した額を合計した金額が５６４，８０５，５００円に満たない者は、本件 
  工事契約を締結できない。なお、基準日は開札日とする（公告本文８（９）を参   
  照）。 
  ア 平成２３・２４年度の工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の港湾 
   に係る工事 高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 
  イ 平成２３・２４年度の工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の港湾 
   に係る工事 高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 
（５）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１１４０１００１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧埋立工事（ＭＣ－３中仕切堤補強工） 

施工場所 
中区南本牧５番地先 

工事概要 

捨石投入工４，７０２ｍ３、コンクリート打設工４４９ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２３年 ７月２９日まで 

予定価格 ５８，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 

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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２５日（金）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 

※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 港湾局建設課 電話 ０４５－６７１－７３０６ 

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 １１１４０１００１１ 

工事件名 
南本牧埋立工事（ＭＣ－３中仕切堤補強工） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（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）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１２１０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新治里山公園全天候型屋外体験施設新築工事（建築工事） 

施工場所 
緑区新治町８６８番ほか 

工事概要 

敷地面積５７７２．７９ｍ２、体験棟新築工（木造、平屋建、延床面積３７０．４６ｍ２ 
）、管理棟新築工（木造、平屋建、延床面積１４５．７５ｍ２）、既存建物解体・撤去工 
一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年１１月３０日まで 

予定価格 １４２，５００，０００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 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 

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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２４日（木）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 

※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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６６ 

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 １１２１０１０００１ 

工事件名 
新治里山公園全天候型屋外体験施設新築工事（建築工事） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（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）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１２１０１００１９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
桜木ポンプ場Ｎｏ．６流入ゲート改良工事 

施工場所 
西区戸部本町５１番１号 

工事概要 

鋳鉄製角形ゲート（幅１，０００ｍｍ×高さ２，２５０ｍｍ）製作・据付１門 

工期 契約締結の日から平成２３年１０月３１日まで 

予定価格 ２５，３６０，０００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：水処理設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
平成８年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）における呑口 
部の面積が１．３ｍ２以上のゲート設備工事（金属水密方式の新設、増設又は更新工事に 
限る。）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（工事内容欄に工事を施工した施設の名称及びゲートの 
種類を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付す 
ること。） 

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

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２３日（水）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 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 環境創造局神奈川水再生センター 電話 ０４５－４５３－２６４１ 

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 １１２１０１００１９ 

工事件名 
桜木ポンプ場Ｎｏ．６流入ゲート改良工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（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）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１２１０１００２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
山手公園テニスコート施設改良工事 

施工場所 
中区山手町２３０番地 

工事概要 

砂入り人工芝舗装工２，３６９ｍ２、コンクリート舗装工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ６月２１日まで 

予定価格 ５１，７３０，０００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：運動施設工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

土木工事業又はほ装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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 

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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２４日（木）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 

※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 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－６７１－３６４８ 

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 １１２１０１００２２ 

工事件名 
山手公園テニスコート施設改良工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（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）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１２１０１００２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
野島公園護岸整備工事 

施工場所 
金沢区野島町２４番地 

工事概要 

基盤整備工一式（護岸整備工）、施設整備工一式（管理施設整備工） ほか 

工期 契約締結の日から平成２３年 ８月３１日まで 

予定価格 ６８，２３０，０００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：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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
平成２３・２４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、磯子区内、金沢区内、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）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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２４日（木）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 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 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５３ 

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 １１２１０１００２３ 

工事件名 
野島公園護岸整備工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
 （工事）により確認すること。 
（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）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１２２０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見工場多成分排ガス分析装置補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地１ 

工事概要 

４成分分析装置更新工３台、３成分分析装置更新工３台 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで 

予定価格 ２８，０６０，０００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】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

電気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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
平成８年４月１日以降に完成した、定置型の排ガス分析装置設置工事（新設、増設又は更 
新工事に限る。）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （２）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（工事内容欄に工事概要を記入し、併せて、その実績を 
証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

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

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２５日（金）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 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 

※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 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４４ 

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 １１２２０１０００１ 

工事件名 
鶴見工場多成分排ガス分析装置補修工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（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）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１７１０１０００１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
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） 

施工場所 
中区山下町２３１番地 

工事概要 

耐震補強工（鉄骨枠付Ｋ型ブレース設置工４５か所、鉄骨水平ブレース設置工６面、鉄筋 
コンクリート補強壁設置工１０か所 ほか）、外壁改修工一式、防水工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 １月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

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：Ａ】 

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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 

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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２３日（水）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 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 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９ 

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 １１７１０１０００１ 

工事件名 
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） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（３）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。 
（４）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）。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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横浜市調達公告第 95 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３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 

財務会計システムに係るサーバ機 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 24 年１月１日から平成 24 年３月 31 日まで 

   イ 総借入期間 

 平成 24 年１月１日から平成 28 年 12 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 

中区真砂町２丁目12番地 

横浜市会計室出納課システム係ほか１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３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４月４日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0016 中区真砂町２丁目12番地 

横浜市会計室出納課（関内駅前第一ビル２階） 

電話 045(671) 2947（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４月７日から平成 23 年４月 11 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４月 12 日午前 10 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４月 11 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４月 12 日午前 10 時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項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 

   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。 
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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  この入札は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において可決 

されないときは、執行しないものとする。 

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 A Financial Accounting System,1set 

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m., 12 April,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96号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「データ出力（モノクロ） Ａ０ 50枚（概算）ほか」ほか44件の契約について、一般競争

入札を行う。 

平成 23 年３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 １１１２０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
データ出力（モノクロ） Ａ０ ５０枚（概算）ほか 

納入／履行場所 
道路局橋梁課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 道路局橋梁課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１２０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＰＤＦ出力普通紙（白黒） ２．０Ａ０ １０枚（概算）ほか 

納入／履行場所 
道路局建設課 

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 - 

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 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 道路局建設課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１１２０３００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
流域貯留浸透施設清掃廃棄物処分委託 

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（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

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 １１２１０２００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） ２８，０００リットル（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局北綱島ポンプ場ほか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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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。 

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 １１２１０２００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） ４２，０００リットル（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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。 

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 １１２１０２００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） ３６，０００リットル（概算） 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １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 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
白灯油（ローリー納入） ３０，０００リットル（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局保土ケ谷ポンプ場ほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １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 環境創造局神奈川水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） ３６，０００リットル（概算） 

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局神奈川水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ミニローリー納入） ３０，０００リットル（概算） 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局中部水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） ２４，０００リットル（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局吉野ポンプ場ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

                                  第 12 号 平成 23 年３月１日発行 

                                                    

                        44

契約番号 １１２１０２００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） ２４，０００リットル（概算） 

納入／履行場所 
環境創造局金沢水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ローリー納入） ３０，０００リットル（概算） 

納入／履行場所 
環境創造局金沢ポンプ場 

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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ミニローリー搬入） ３６，０００リットル（概算） 

納入／履行場所 
環境創造局新羽ポンプ場ほか２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

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 １１２１０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特Ａ重油（ミニローリー納入） １１，２００リットル（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局栄第二水再生センターほか３か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時５５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 環境創造局栄水再生センター 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
カラーコピー（普通紙）Ａ０ ８０枚（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局管路整備課 

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 - 

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 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 環境創造局管路整備課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０２００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
カラーコピー（普通紙）Ａ０ ２００枚（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局管路保全課 

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 - 

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 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 環境創造局管路保全課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園内廃棄物収集運搬業務委託 

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 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。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園ほか９公園産業廃棄物収集運搬業務委託 

納入／履行場所 
港の見える丘公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２１０３００５４ 

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４公園廃棄物収集運搬業務委託 

納入／履行場所 
三ツ沢公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局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 １１２２０２００６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽油（免税・パトロール給油） １５，０００リットル（概算）ほか 

納入／履行場所 
資源循環局神明台処分地管理事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時５５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 １１２２０２００８４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

７本（概算）ほか 

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 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

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

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、第３位までに登 

録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

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 １１２２０２００８５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

３本（概算）ほか 

納入／履行場所 
資源循環局旭事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

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

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、第３位までに登 

録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局旭事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

む） ６本（概算）ほか 

納入／履行場所 
資源循環局港北事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

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

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、第３位までに登 

録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局港北事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０２００８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

３本（概算）ほか  

納入／履行場所 
資源循環局青葉事務所 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車修理・点検又はタイヤ 

格付等級 【自動車修理・点検：－】又は【タイヤ：－】 

登録細目 【自動車修理・点検：タイヤ整備】 

所在地区分 市内 

その他 

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

タイヤ整備」に登録があること、又は、営業種目「タイヤ」については、第３位までに登 

録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 資源循環局青葉事務所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２２０３００１１ 

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収集運搬委託 

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。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 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 １１２２０３００５９ 

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収集・運搬委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

③産業廃棄物収集運搬業（汚泥及び廃油）の許可を受けている者 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５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 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 １１２３０３０００５ 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５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 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 １１２５０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市会予算書 ２４９，３５３枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
総務局財政課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 軽印刷、オフセット印刷又は端物印刷 

格付等級 【軽印刷：－】、【オフセット印刷：－】又は【端物印刷：－】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目のいずれかに第１位に登録があること。②当該業務に必要な資機材を保 

有していること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

において可決されることを条件とする。 

発注担当課 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 １１２５０２００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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） 

納入／履行場所 
店頭給油 

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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 【燃料：石油（スタンド給油）】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．給油所が市庁舎（中区港町１－１）を基点として半径２キロメートル以内にあること 

。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 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 １１２５０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市会議案書 １９０，８４０枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
総務局総務課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成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 軽印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

こと。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 総務局総務課 

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 12 号 平成 23 年３月１日発行 

                                                    

                        64

契約番号 １１２８０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＯＣＲ督促状 ３０１，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年１２月 ２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＯＣＲ納付書（１枚組） ９４，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年１０月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
介護保険料額決定通知書 ７８７，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか１９か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ５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 フォーム印刷 

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３位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
催告書兼納付書 １４４，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか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 １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 フォーム印刷 

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３位までに登録があること。②当該業務に必要な資機材を保有して 

いること。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで総務局契約第二課窓口で閲覧可能。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２３年 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２８０２００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
狂犬病用ＴＣワクチン １０箱（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市動物愛護センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 医薬・衛生材料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者。 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

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 １１２８０３００７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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 

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 ４月 １日から平成２３年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

目の登録の有無は問わない。）。②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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３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 

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

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

年３月３１日までに横浜市議会において可決されることを条件とする。 

※入札不成立により再度の発注を行う。 

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 １１２８０３００７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速液体クロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 

納入／履行場所 
健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

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 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

目の登録の有無は問わない。）。②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

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

年３月３１日までに横浜市議会において可決されることを条件とする。 

※入札不成立により再度の発注を行う。 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１２９０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場汚泥搬出委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場食肉市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２４年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③横浜市及び川崎市の産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②横浜市及び川崎市の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５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 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 １１２９０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場下水管等清掃委託 

納入／履行場所 
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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車の車検証の写し又は引受証明書 

④汚泥吸引車であることが確認できる書類等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３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 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 １１２９０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場下水清掃防疫委託 

納入／履行場所 
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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５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 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 １１７１０２００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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 

納入／履行場所 
教育委員会事務局指導企画課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ４月 １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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局指導企画課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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 

納入／履行場所 
教育委員会事務局指導企画課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ４月 １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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局指導企画課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市児童生徒指導要録記入の手引 １２，３００部の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局指導企画課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２３年 ４月 １日から平成２３年 ４月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 軽印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

こと。③当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

提出書類 

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

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

③を省略することができる。 

設計図書 

見本は、開札日の午後５時まで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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局指導企画課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
はまっ子学習ドリル・検定シート ２８３，６００部の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局指導企画課 

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 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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。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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局指導企画課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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契約番号 １１７５０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ヨコハマ議会だよりＮＯ．８０（５月）、ＮＯ．８２（１１月）、ＮＯ．８３（２月） ４，３

５０，０００部（概算）ほかの印刷 

納入／履行場所 
委託業者（市内）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 １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 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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 議会局総務課 

契約事務担当課 総務局契約第二課 
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水道局調達公告第 23 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「谷津町口径 100ｍｍ配水管布設替工事」ほか３件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成23年３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 23・24 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、見積もった契約希

水 道 局 
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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、開札日において、平成 23・24 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。 

  また、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号の規定にかかわらず、工種「

上水道」係る工事についても、同工種工事の請負実績について適格性の審査を行う。 

(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
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市のホームページを参照すること。 

(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の

前払金に関する規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負

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 １１５２０１００３５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
谷津町口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
金沢区谷津町２３８番地先から片吹６３番地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設替工（Φ１００ｍｍ、Ｌ＝２７０ｍ）、給水管取付替工一式、管撤 
去工一式 

工期 契約締結の日から１３０日間 

予定価格 ３１，７７０，０００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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中 
区内、南区内、港南区内、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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２３日（水）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 

※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 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 

 



横浜市報調達公告版 

                                  第 12 号 平成 23 年３月１日発行 

                                                    

                        84

契約番号 １１５２０１００３５ 

工事件名 
谷津町口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（２）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を 
  指定。 
（３）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。 
（４）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）。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１５２０１００３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
六ツ川一丁目ほか１か所口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
南区六ツ川一丁目２１９番地先から６１８番地１地先までほか１か所 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ、Ｌ＝７７６ｍ ほか）、給水管取付替工一式、 
管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２７５日間 

予定価格 ８１，６５０，０００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 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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内又は 
金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２４日（木）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 

※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 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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契約番号 １１５２０１００３６ 

工事件名 
六ツ川一丁目ほか１か所口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（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（８）を参照）。 
（４）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 

 



横浜市報調達公告版 

                                  第 12 号 平成 23 年３月１日発行 

                                                    

                        87

契約番号 １１５２０１００３７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
狩場町口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町１６４番地３８地先から１００番地３地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１００ｍｍ～Φ２００ｍｍ、Ｌ＝２８６ｍ、ほか）、給水管 
取付替工一式、管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から３３０日間 

予定価格 開札後に公表 

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 

上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴 
見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内又は 
金沢区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）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 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２４日（木）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 

※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 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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契約番号 １１５２０１００３７ 

工事件名 
狩場町口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事は予定価格の事後公表試行対象工事である。 
（２）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（３）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。 
（４）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）。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １１５２０１００４６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新井町口径１５０ｍｍ配水管布設替工事（その１） 

施工場所 
保土ケ谷区新井町６５９番地先から２６６番地５地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１５０ｍｍ、Ｌ＝６３２ｍ ほか）、給水管取付替工一式、 
管撤去工一式、路面復旧工一式 

工期 契約締結の日から２０５日間 

予定価格 １１４，０９０，０００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。）  

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）入札参加資格その他（２）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月２５日（金）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 

※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 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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契約番号 １１５２０１００４６ 

工事件名 
新井町口径１５０ｍｍ配水管布設替工事（その１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【入札参加資格 その他】 
上記の技術者が、開札日において、他の工事に従事している者であっても、当該工事の工 
期が平成２３年３月３１日までに終了することが明らかな場合に限り、他の工事に従事し 
ていない者として取り扱うものとする。 
 
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２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯 
  子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 
（２）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 
  ア 平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果における工種「上水道」に係 
   る発注者別評価点（主観点）が４０点以上の者であること。 
  イ 平成２１年２月１日から平成２３年１月３１日までの間に完成した工種「上水  
   道」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条及び横浜市病院 
   経営局請負工事検査事務取扱要綱第８条に規定する工事完成検査結果通知書の評定 
   点（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。）が８５点以上の者であること。 
 
 
【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２３・２４年度の横 
  浜市入札参加資格審査申請に基づき行うものとする。なお、登録工種、格付等級、登 
  録細目及び所在地区分は、平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書 
  （工事）により確認すること。 
（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（８）を参照）。 
（４）入札参加資格その他（２）イについては、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。 
（５）本件工事に係る契約は、平成２３年度横浜市各会計予算が平成２３年３月３１日ま 
  でに横浜市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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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水道局調達公告第 24 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年３月１日 

  横浜市水道事業管理者 

水道局長 齋 藤 義 孝  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 直管（ＮＳ形）600×6000（接合部品を含む） 38 本の購入 

  イ 直管（ＮＳ形）600×6000（接合部品を含む） 62 本の購入 

  ウ 直管（ＮＳ形）800×6000（接合部品を含む） 40 本の購入 

 (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５月 16 日から平成 23 年 10 月 14 日まで 

 (4) 納入場所 

   水道局の指定した場所（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 

   直管（ＮＳ形）一式の購入 

   平成 23 年５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、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) 横浜市水道局契約規程（平成 20 年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条におい

て準用する横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号。以下「契約規則」という。）第３条第

１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年３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 
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〒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。 

(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３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 

〒222-0032 港北区大豆戸町 155 番地 

横浜市水道局給水部北部工事課（菊名ウォータープラザビル３階） 

電話 045(531)4341（直通） 

７ 入札及び開札 

 第 1 項第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。 

(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４月７日から平成 23 年４月 11 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４月 12 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４月 11 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４月 12 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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 

契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 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。 
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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 

この入札は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

れないときは、執行しないものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

①Purchase of 38 pipes of Ductile cast-iron pipes for waterworks with joint parts (NS Type 

φ600×6000) 

②Purchase of 62 pipes of Ductile cast-iron pipes for waterworks with joint parts (NS Type 

φ600×6000) 

③Purchase of 40 pipes of Ductile cast-iron pipes for waterworks with joint parts (NS Type 

φ800×6000) 

 (2) Deadline for the tender:1:30 p.m., 12 April,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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水道局調達公告第 25 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年３月１日 

  横浜市水道事業管理者 

水道局長 齋 藤 義 孝  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 1,690 本ほかの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年５月 16 日から平成 23 年 10 月 14 日まで 

 (4) 納入場所 

   水道局の指定した場所（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 

   直管（ＮＳ形）一式の購入 

   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) 横浜市水道局契約規程（平成 20 年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条におい

て準用する横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号。以下「契約規則」という。）第３条第

１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年３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） 

森下 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３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 

〒222-0032 港北区大豆戸町 155 番地 

横浜市水道局給水部北部工事課（菊名ウォータープラザビル３階） 

電話 045(531)4341（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４月７日から平成 23 年４月 11 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４月 12 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４月 11 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４月 12 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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 

契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 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 

この入札は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

れないときは、執行しないものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 1,690 pipes of Ductile cast-iron pipes 

for waterworks with joint parts (NS Type φ100×4000) etc. 

 (2) Deadline for the tender:1:30 p.m., 12 April,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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水道局調達公告第 26 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年３月１日 

  横浜市水道事業管理者 

水道局長 齋 藤 義 孝  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 1,259 本ほかの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年５月 16 日から平成 23 年 10 月 14 日まで 

 (4) 納入場所 

   水道局の指定した場所（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 

   直管（ＮＳ形）一式の購入 

   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) 横浜市水道局契約規程（平成 20 年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条におい

て準用する横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号。以下「契約規則」という。）第３条第

１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年３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） 

森下 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３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 

〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町 553 番地 

横浜市水道局給水部北部工事課西部工事担当 

電話 045(363)2641（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４月７日から平成 23 年４月 11 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４月 12 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４月 11 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４月 12 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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 

契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 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 

この入札は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

れないものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 1,259 pipes of Ductile cast-iron pipes 

for waterworks with joint parts (NS Type φ100×4000) etc. 

 (2) Deadline for the tender:1:30 p.m., 12 April,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 12 号 平成 23 年３月１日発行 

                                                    

                        100

 

水道局調達公告第 27 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年３月１日 

  横浜市水道事業管理者 

水道局長 齋 藤 義 孝  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 直管（ＮＳ形）500×6000（接合部品を含む） 42 本の購入 

  イ 直管（ＮＳ形）500×6000（接合部品を含む） 60 本の購入 

  ウ 直管（ＮＳ形）600×6000（接合部品を含む） 67 本の購入 

 (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ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 23 年５月 16 日から平成 24 年２月 29 日まで 

イ 平成 23 年５月 16 日から平成 24 年１月 31 日まで 

ウ 平成 23 年６月 15 日から平成 24 年１月 31 日まで 

 (4) 納入場所 

   水道局の指定した場所（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 

   直管（ＮＳ形）一式の購入 

   平成 23 年５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、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) 横浜市水道局契約規程（平成 20 年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条におい

て準用する横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号。以下「契約規則」という。）第３条第

１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年３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 
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  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。 

(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３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 

〒235-0045 磯子区洋光台六丁目 10 番１号 

横浜市水道局給水部南部工事課 

電話 045(833)6781（直通） 

７ 入札及び開札 

  第 1 項第 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。 

(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４月７日から平成 23 年４月 11 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４月 12 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４月 11 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４月 12 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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 
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契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 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 

この入札は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

れないときは執行しないものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

①Purchase of 42 pipes of Ductile cast-iron pipes for waterworks with joint parts (NS Type 

φ500×6000) 

②Purchase of 60 pipes of Ductile cast-iron pipes for waterworks with joint parts (NS Type 

φ500×6000) 

③Purchase of 67 pipes of Ductile cast-iron pipes for waterworks with joint parts (NS Type 

φ600×6000) 

 (2) Deadline for the tender:1:30 p.m., 12 April,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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水道局調達公告第 28 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年３月１日 

  横浜市水道事業管理者 

水道局長 齋 藤 義 孝  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 441 本ほかの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年５月 16 日から平成 23 年 10 月 14 日まで 

 (4) 納入場所 

   水道局の指定した場所（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 

   直管（ＮＳ形）一式の購入 

   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) 横浜市水道局契約規程（平成 20 年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条におい

て準用する横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号。以下「契約規則」という。）第３条第

１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年３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） 

森下 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３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 

〒235-0045 磯子区洋光台六丁目 10 番１号 

横浜市水道局給水部南部工事課 

電話 045(833)6781（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４月７日から平成 23 年４月 11 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４月 12 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４月 11 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４月 12 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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 

契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 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 

この入札は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

れないときは、執行しないものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 441 pipes of Ductile cast-iron pipes 

for waterworks with joint parts (NS Type φ100×4000) etc. 

 (2) Deadline for the tender:1:30 p.m., 12 April,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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水道局調達公告第 29 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 23 年３月１日 

  横浜市水道事業管理者 

水道局長 齋 藤 義 孝  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    直管（ＮＳ形）100×4000（接合部品を含む） 約 690 本ほかの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成 23 年５月 16 日から平成 23 年 10 月 14 日まで 

 (4) 納入場所 

   水道局の指定した場所（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 

   直管（ＮＳ形）一式の購入 

   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) 横浜市水道局契約規程（平成 20 年３月水道局規程第７号。以下「契約規程」という。）第２条におい

て準用する横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号。以下「契約規則」という。）第３条第

１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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「水道用品」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 23 年３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） 

森下 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３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 

〒232-0033 南区中村町４丁目 305 番地 

横浜市水道局給水部南部工事課中部工事担当 

電話 045(252)7081（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４月７日から平成 23 年４月 11 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４月 12 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４月 11 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４月 12 日午後１時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

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 

契約規程第２条において準用する横浜市契約規則第 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 

この入札は、平成 23 年度横浜市各会計予算が平成 23 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

れないときは、執行しないものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 690 pipes of Ductile cast-iron pipes 

for waterworks with joint parts (NS Type φ100×4000) etc. 

 (2) Deadline for the tender:1:30 p.m., 12 April,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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水道局調達公告第30号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「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）」ほか５件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年３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 １１５２０２００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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） 

納入／履行場所 
店頭給油 

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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 【燃料：石油（スタンド給油）】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．給油所が水道局北部給水維持課（港北区大豆戸町１５５）を基点として半径２キロメ 

ートル以内にあること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 １１５２０２００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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） 

納入／履行場所 
店頭給油 

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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 【燃料：石油（スタンド給油）】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．給油所が水道局北部給水維持課鶴見事務所（鶴見区鶴見中央３－４－１２）を基点と 

して半径２キロメートル以内にあること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

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 １１５２０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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） 

納入／履行場所 
店頭給油 

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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 【燃料：石油（スタンド給油）】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．給油所が水道局西部給水維持課（瀬谷区二つ橋町５５３）を基点として半径２キロメ 

ートル以内にあること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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

録内容によるものとする。 

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

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 １１５２０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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） 

納入／履行場所 
店頭給油 

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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 【燃料：石油（スタンド給油）】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．給油所が水道局南部給水維持課（磯子区洋光台６－１０－１）を基点として半径２キ 

ロメートル以内にあること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 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 １１５２０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
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） 

納入／履行場所 
店頭給油 

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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 【燃料：石油（スタンド給油）】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．給油所が水道局中部給水維持課（南区中村町４－３０５）を基点として半径２キロメ 

ートル以内にあること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２３年 ３月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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１４日（月）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 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 １１５２０３０１４２ 

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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５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 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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交通局調達公告第17号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「交通局一般工作機械保守委託」ほか１件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 23 年３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。 

交 通 局 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第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
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めない。 

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

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

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

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

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

い場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの

手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(2) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第14条

第４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23

条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関す

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

参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１５３０３０１２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局一般工作機械保守委託 

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２６年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

目の登録の有無は問わない。）。②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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）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 

。 

※入札不成立により再度の発注を行う。 

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 １１５３０３０１２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局施設自動ドア保守点検委託 

納入／履行場所 
中区尾上町３丁目４２番地 関内駅ほか３７施設 

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、準市内又は市外 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。②当該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 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  

開札予定日時 平成２３年 ３月１５日（火）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 

。 

※入札不成立により再度の発注を行う。 

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 

 


