
横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

1 

 

第８号 

横浜市報調達公告版
       

        横浜市中区港町１丁目１番地 

  発 行 所 

        横  浜  市  役  所 

 

 

【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （「広報よこはま」区版と市版 約18,776,600部の印刷） ····································· ３ 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （平成23年度いたち川紅葉橋架替工事（その２） ほか25件） ································· ６ 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （ポリ塩化アルミニウム溶液 約696,000キログラムの購入） ·································· 35 

△ 同（アンモニア水 約320,000キログラムの購入 ほか４件） ·································· 38 

△ 同（高反応性消石灰とゼオライトのプレミックス 約531,570キログラムの購入） ················ 41 

△ 同（高反応性消石灰 約823,000キログラムの購入 ほか３件） ································ 44 

△ 同（高反応性消石灰 約600,000キログラムの購入 ほか３件） ································ 47 

△ 同（小型ごみ収集車（回転板式）ＡＴ ７台の製造） ········································· 50 

△ 同（除細動電極 3,250組の購入） ·························································· 53 

△ 同（男子用防災服上衣 4,160着ほかの製造 ほか２件） ······································ 56 

△ 同（コピー用紙Ａ４ 約14,000箱の購入） ··················································· 59 

△ 同（寝具Ａ 一式の借入 ほか３件） ······················································· 62 

△ 同（「広報よこはま」等運送委託（北部地域） 一式 ほか３件） ····························· 65 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （電子式診断用スパイロメータ（フクダ電子） ５台ほか 製品指定 ほか119件） ·············· 68 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （母子保健システム開発業務委託 一式） ·················································· 191 

△ 同（横浜市環境創造局北部第一水再生センター樽町ポンプ場で使用する電力 約1,270,000キロ 

        ワットアワーの供給） ······························································· 193 

△ 同（横浜市環境創造局港北水再生センター鴨居ポンプ場で使用する電力 約724,000キロワット 

        アワーの供給） ····································································· 195 

△ 同（横浜市環境創造局港北水再生センター新羽雨水調整池・滞水池ほか１か所で使用する電力 

    約1,086,000キロワットアワーの供給） ················································· 197 

△ 同（横浜市環境創造局北部下水道センター鶴見ポンプ場で使用する電力 約1,140,000キロワット 

    アワーの供給） ····································································· 199 

△ 同（地震計整備業務委託 一式） ·························································· 201 

△ 同（神奈川区総合庁舎で使用する電力  約1,059,900キロワットアワーの供給） ················· 203 

△ 同（保土ケ谷区総合庁舎で使用する電力 約1,046,400キロワットアワーの供給） ··············· 206 

△ 同（港北区総合庁舎で使用する電力 約1,375,700キロワットアワーの供給） ··················· 209 

△ 同（横浜市教育文化センターで使用する電力 約1,107,000キロワットアワーの供給） ··········· 212 

△ 同（横浜市立港南台ひの特別支援学校スクールバス３号車運行業務委託 一式 ほか４件） ······ 215 

 

【水道局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （森三丁目フェンス設置工事 ほか３件） ·················································· 218 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （西部第一給水維持課清掃業務委託 ほか10件） ············································ 225 

 

【交通局】 

△ 一般競争入札（工事）の施行 

  （平成23年度高架橋下部鳩害対策工事 ほか１件） ·········································· 239 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

2 

 

  （高速鉄道戸塚駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 一式） ···································· 244 

△ 同（軽油（４月～６月分）第１ブロック 約1,164キロリットルの購入 ほか１件） ············· 247 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （滝頭営業所ほか３営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 ほか12件） ························ 250 

△ 特定調達契約の落札者等の決定···························································· 266 

 

【病院経営局】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約3,429,100キロワットアワーの供給） ········· 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

3 

 

調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第62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24年１月31日 

 契約事務受任者 

                                 横浜市副市長 大 場 茂 美 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

 「広報よこはま」区版と市版 約18,776,600部の印刷 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 納入場所 

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

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(7) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「オフセット印刷

」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

(5) オフセット輪転機を有する者であること。  

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

稲葉 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 
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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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

  〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市市民局広報相談サービス部広報課（市庁舎２階 ） 

電話 045(671)2332（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午後１時20分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午後１時20分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 
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(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Printing of approx. 18,776,600 copies of Yokohama City 

Newspaper “Koho Yokohama” 

(2) Deadline for the tender: 1:20 p.m., 13 March, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第63号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「平成23年度いたち川紅葉橋架替工事（その２）」ほか25件の工事について、一般競争入札

を行う。 

平成24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

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。 

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 
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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

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

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

たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第27条から第29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。 
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(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財政局契約第一課あて

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

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

市のホームページを参照すること。 

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

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

事請負等競争入札参加要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １１１２０１０１２１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２３年度いたち川紅葉橋架替工事（その２） 

施工場所 
栄区上郷町７２０番２３地先 

工事概要 

仮橋撤去工一式、ブロック積護岸工Ｌ＝８ｍ、付帯工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで 

予定価格 １０，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１１２０１０１２２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都市計画道路中山北山田線（青砥北八朔川和地区）街路整備工事（その２０） 

施工場所 
緑区青砥町１０７５番８地先から１０８０番３地先まで 

工事概要 

防護柵設置工Ｌ＝１３３．３ｍ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

予定価格 １７，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、神 
奈川区内、緑区内又は青葉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５２６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１１２０１０１２３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道本牧２８号線維持工事 

施工場所 
中区千鳥町７番地先 

工事概要 

構造物とりこわし工１５ｍ３ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 ９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、西 
区内、中区内又は南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９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 

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

注意事項 

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

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１１７０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜人形の家収蔵庫空調機能改良工事 

施工場所 
中区山下町１８番地 

工事概要 

空調設備設置工、撤去工、電気設備工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 １５，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２１０１０６０１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旧住友邸庭園休憩施設その他整備工事（空調衛生設備工事） 

施工場所 
戸塚区東俣野町８０番１ 

工事概要 

木造、地上２階建、延床面積２２１．４５ｍ２ ほかの建築工事に伴う空調衛生設備工事 
一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで 

予定価格 ７，８３５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９８０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２１０１０６０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新治市民の森活動拠点排水設備工事 

施工場所 
緑区新治町８８７番 

工事概要 

基盤整備工、設備工、園路広場整備工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 １，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局みどりアップ推進課 電話 ０４５－６７１－２６２４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２１０１０６０６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部処理区江ケ崎地区ほか試掘工事 

施工場所 
鶴見区江ケ崎町２３番地先から矢向一丁目１８番地先までほか１か所 

工事概要 

試掘工（Ｗ＝０．８ｍ、Ｌ＝３３．２ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで 

予定価格 ３，０９０，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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 
見区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２１０１０６０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部処理区小港地区雨水吐整備工事 

施工場所 
中区小港町２丁目８３番地先ほか１か所 

工事概要 

雨水吐改良工２か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ５月３１日まで 

予定価格 １９，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、西 
区内、中区内又は南区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ５回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２１０１０６０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旧住友邸庭園休憩施設その他整備工事（電気設備工事） 

施工場所 
戸塚区東俣野町８０番１ 

工事概要 

木造、地上２階建、延床面積２２１．４５ｍ２ ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで 

予定価格 ９，５９２，０００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：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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、神 
奈川区内、西区内、保土ケ谷区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること 
。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

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

 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

18 

 

契約番号 １１２１０１０６０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旧住友邸庭園電気設備工事 

施工場所 
戸塚区東俣野町８０番１ほか 

工事概要 

照明灯設置工２９基、配管・配線工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２３日まで 

予定価格 ２９，１２０，０００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：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

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 

 

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２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２１０１０６１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区坂本地区下水道整備工事 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町２６３番地先から坂本町１１３番地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０ｍｍ、Ｌ＝５４．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２４年 ７月３１日まで 

予定価格 １４，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、南 
区内、保土ケ谷区内又は緑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時１５分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１４ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２２０１００９９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧廃棄物 終処分場外周護岸Ｇ飛散防止柵改修工事（その２） 

施工場所 
中区南本牧４番地先  

工事概要 

ネットフェンス（Ｈ＝３．０ｍ）設置工Ｌ＝１４０ｍ、ネットフェンス（Ｈ＝３．０ｍ） 
撤去工Ｌ＝１４０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 ３，８６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２２０１０１００ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭工場送風機補修工事 

施工場所 
旭区白根二丁目８番１号 

工事概要 

誘引通風機補修工１基、押込送風機補修工１基、白煙防止ファン補修工１基 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２８日まで 

予定価格 ２，８０８，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－９５３－４８５１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２２０１０１０１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場１号供給ブロワ補修工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

供給ブロワ補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 １，８６５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２２０１０１０２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場モニタ設置工事 

施工場所 
都筑区平台２７番１号 

工事概要 

見学者用モニタ設置工１台、工場内監視用モニタ更新工１４台 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで 

予定価格 １，９４１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局都筑工場 電話 ０４５－９４１－７９１１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２２０１０１０３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見工場空気圧縮機補修工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目１５番地１ 

工事概要 

脱塩コンプレッサー補修工１台 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

予定価格 ４，４７１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局鶴見工場 電話 ０４５－５２１－２１９１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２２０１０１０５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧廃棄物 終処分場計量器更新工事 

施工場所 
中区南本牧４番地  

工事概要 

計量器更新工２台、既設基礎補修工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 ８，８０１，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 - 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

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

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、トラックスケールの設置工事の施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）主任技術者届出書（第７号様式） （２）（１）に記載した資格を証明する書類（ 
建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配置する技術者の雇用（期間 
）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し） （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２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４３ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２４０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚駅前地区中央土地区画整理事業下水道整備工事（その２） 

施工場所 
戸塚区吉田町１４番５ほか３か所 

工事概要 

下水道管布設工（Φ２５０ｍｍ～Φ３５０ｍｍ、Ｌ＝６９ｍ）、防火水槽設置工１基、フ 
ェンス設置工Ｌ＝５３ｍ 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１６日まで 

予定価格 ４５，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること 
。 

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２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １０時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局区画整理課 電話 ０４５－８６６－２４７０ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２４０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道戸塚第５１９号線道路建設工事（歩道橋基礎工） 

施工場所 
戸塚区戸塚町１６番地の１９ 

工事概要 

躯体工（Φ２，５００ｍｍ、Ｌ＝２．１ｍ）、場所打ち杭工（Φ２，０００ｍｍ、Ｌ＝ 
２１．５ｍ）、アンカーフレーム設置工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３１日まで 

予定価格 ３２，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ又はＢ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成８年４月１日以降に完成した、長さ１２ｍ以上の場所打ち杭（深礎杭は除く。）を含む工
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）。 

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（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記 
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２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 都市整備局再開発課 電話 ０４５－８６４－２６２１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２５０１０００２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市役所本庁舎市会棟ＬＥＤ照明化工事 

施工場所 
中区港町１丁目１番地 

工事概要 

ＬＥＤ電灯設置工一式、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ６月３０日まで 

予定価格 ２６，６９０，０００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 

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 

 

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２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２５０１０００３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市役所本庁舎行政棟ＬＥＤ照明化工事（１階から４階） 

施工場所 
中区港町１丁目１番地 

工事概要 

ＬＥＤ電灯設置工一式、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ６月３０日まで 

予定価格 ３９，３１０，０００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 

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 

 

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２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１２５０１０００４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市役所本庁舎行政棟ＬＥＤ照明化工事（６階から８階） 

施工場所 
中区港町１丁目１番地 

工事概要 

ＬＥＤ電灯設置工一式、既設撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ６月３０日まで 

予定価格 ２９，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

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 

 

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２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１３４０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内公園施設修繕工事（その５） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

施設修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 １，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １１時１５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１３４０１００５０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
福富町西公園ほか１公園施設改良工事 

施工場所 
中区福富町西通２番地ほか１か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工、設備工、園路広場整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 １２，４７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１３９０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子区洋光台三丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
磯子区洋光台三丁目１３番１号地先ほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工４５２ｍ２、点字ブロック設置工３２．９ｍ２、区画線設置工一式  
ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 ４，５８０，０００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：Ｃ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １１時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１４７０１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内公園施設修繕工事（その６） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

基盤修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、管理施設修繕工、植栽修繕工 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 ２，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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横浜市調達公告第64号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    ポリ塩化アルミニウム溶液 約696,000キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年４月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

   横浜市環境創造局下水道施設部北部下水道センター 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ポリ塩化アルミニウム溶液 約1,272,000キログラムの購入 

平成24年６月 

 (7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0045 鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

   横浜市環境創造局下水道施設部北部下水道センター 

    電話 045(503)0201（直通）  

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午後１時50分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午後１時50分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
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行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

  この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 696,000kg of poly aluminum chloride 

solution   

(2) Deadline for the tender:１:50 p.m., 13 March, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第65号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

ア アンモニア水 約320,000キログラムの購入 

イ 高反応性消石灰 約970,000キログラムの購入 

ウ 重金属固定剤 約78,000キログラムの購入 

エ ベントナイト 約630,000キログラムの購入 

オ ゼオライト 約420,000キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

第１号アからオまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成24年４月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

第１号アからオまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   鶴見区末広町１丁目15番地１ 

   横浜市資源循環局適正処理計画部鶴見工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア アンモニア水 約310,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

イ 高反応性消石灰 約950,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

ウ 重金属固定剤 約78,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

エ ベントナイト 約615,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

オ ゼオライト 約410,000キログラムの購入 

  平成24年６月 

 (7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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
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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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0045 鶴見区末広町１丁目15番地１ 

   横浜市資源循環局適正処理計画部鶴見工場 

電話 045(521)2191（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成24年３月８日から平成24年３月12日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   第１項第１号アからオまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後２時 

イ 平成24年３月13日午後２時10分 

ウ 平成24年３月13日午後２時50分 

エ 平成24年３月13日午後３時20分 

オ 平成24年３月13日午後３時50分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 
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 (2) 開札予定日時 

第１項第１号アからオまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後２時 

イ 平成24年３月13日午後２時10分 

ウ 平成24年３月13日午後２時50分 

エ 平成24年３月13日午後３時20分 

オ 平成24年３月13日午後３時50分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

  この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

① Purchase of approx. 320,000kg of Ammonia solution 

② Purchase of approx. 970,000kg of Slaked Lime  

③ Purchase of approx. 78,000kg of Heavy Metals Immobilizing Agents  

④ Purchase of approx. 630,000kg of Bentonite 

⑤ Purchase of approx. 420,000kg of Zeolite 

 (2) Deadline for the tender: 

① 2:00 p.m., 13 March,2012 

②  2:10 p.m., 13 March,2012 

③ 2:50 p.m., 13 March,2012 

④  3:20 p.m., 13 March,2012 

⑤ 3:50 p.m., 13 March,2012 

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

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第66号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    高反応性消石灰とゼオライトのプレミックス 約531,570キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年４月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

旭区白根二丁目８番１号 

   横浜市資源循環局適正処理計画部旭工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

高反応性消石灰とゼオライトのプレミックス 約512,176キログラムの購入 

平成24年６月 

 (7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒241-0005 旭区白根二丁目８番１号 

   横浜市資源循環局適正処理計画部旭工場 

電話 045(953)4851（直通）  

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午後４時20分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午後４時20分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
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行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

  この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 531,570kg of a mixture of Slaked Lime 

and Zeolite  

(2) Deadline for the tender:４:20 p.m., 13 March, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第67号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 高反応性消石灰 約823,000キログラムの購入 

  イ 重金属固定剤 約119,000キログラムの購入 

  ウ ベントナイト 約619,240キログラムの購入 

  エ ゼオライト 約439,610キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成24年４月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

   金沢区幸浦二丁目７番地１ 

   横浜市資源循環局適正処理計画部金沢工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 高反応性消石灰 約710,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

  イ 重金属固定剤 約103,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

ウ ベントナイト 約534,340キログラムの購入 

    平成24年６月 

エ ゼオライト 約379,350キログラムの購入 

    平成24年６月 

(7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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 
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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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒236-0003 金沢区幸浦二丁目７番地１ 

横浜市資源循環局適正処理計画部金沢工場 

  電話 045(784)9711（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成24年３月８日から平成24年３月12日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   第１項第１号アからエまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後２時10分 

イ 平成24年３月13日午後２時50分 

ウ 平成24年３月13日午後３時20分 

エ 平成24年３月13日午後３時50分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

第１項第１号アからエにまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後２時10分 

イ 平成24年３月13日午後２時50分 
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ウ 平成24年３月13日午後３時20分 

エ 平成24年３月13日午後３時50分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

  この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

① Purchase of approx. 823,000kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 119,000kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

③  Purchase of approx. 619,240kg of Bentonite  

④  Purchase of approx. 439,610kg of Zeolite 

(2) Deadline for the tender: 

① 2:10 p.m., 13 March, 2012 

②  2:50 p.m., 13 March, 2012 

③ 3:20 p.m., 13 March, 2012 

④  3:50 p.m., 13 March, 2012 

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

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第68号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 高反応性消石灰 約600,000キログラムの購入 

  イ 重金属固定剤 約100,000キログラムの購入 

  ウ ベントナイト 約593,000キログラムの購入 

  エ ゼオライト 約395,500キログラムの購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

    平成24年４月１日から平成24年９月30日まで 

 (4) 納入場所 

第１号アからエまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

都筑区平台27番1号 

横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 高反応性消石灰 約523,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

  イ 重金属固定剤  約86,800キログラムの購入 

    平成24年６月 

  ウ ベントナイト 約518,000キログラムの購入 

    平成24年６月 

  エ ゼオライト 約345,500キログラムの購入 

    平成24年６月 

 (7) 入札方法 

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

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「工化学薬品」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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 
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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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒224-0064 都筑区平台27番１号 

横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場 

電話 045(941)7911（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成24年３月８日から平成24年３月12日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から

午後８時まで。ただし、 終日は午後５時まで。） 

イ 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

   第１項第１号アからエまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後２時10分 

イ 平成24年３月13日午後２時50分 

ウ 平成24年３月13日午後３時20分 

エ 平成24年３月13日午後３時50分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

第１項第１号アからエまでに掲げる物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後２時10分 

イ 平成24年３月13日午後２時50分 
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ウ 平成24年３月13日午後３時20分 

エ 平成24年３月13日午後３時50分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

  この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

① Purchase of approx. 600,000kg of Slaked Lime 

② Purchase of approx. 100,000kg of Heavy Metals Immobilizing Agents 

③  Purchase of approx. 593,000kg of Bentonite  

④  Purchase of approx. 395,500kg of Zeolite 

(2) Deadline for the tender: 

① 2:10 p.m., 13 March, 2012 

②  2:50 p.m., 13 March, 2012 

③ 3:20 p.m., 13 March, 2012 

④  3:50 p.m., 13 March, 2012 

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

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第69号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

小型ごみ収集車（回転板式）ＡＴ ７台の製造 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成24年９月７日（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 納入場所 

神奈川区新浦島町２番地の４ 

横浜市資源循環局家庭系対策部車両課 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

(7) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第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「自動車」に登録

が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該物品に係る製造実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。
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）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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２番地の４ 

横浜市資源循環局家庭系対策部車両課 

   電話 045(441)8201（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24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午前10時45分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午前10時45分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
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(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Manufacture of 7 garbage trucks  

(2) Deadline for the tender: 10:45 a.m., 13 March, 2012 

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

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

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    除細動電極 3,250組の購入  

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

平成24年８月31日（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 納入場所 

保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局警防部救急課 

 (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 

   除細動電極 3,200組の購入 

      平成24年７月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「医療機械器具」

に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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斉藤 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

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

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局警防部救急課 

電話 045(334)6775（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24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午前11時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午前11時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
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行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of defibrillation electrode pads a pair of 3,250  

(2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 13 March, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第71号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 男子用防災服上衣 4,160着ほかの製造 

イ 女子用防災服上衣 4,500着ほかの製造 

ウ 新採用職員用防災服上衣 1,700着ほかの製造 

 (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24年７月31日 

 (4) 納入場所 

第１号アからウまでに掲げる物品ともに、次のとおりとする。 

消防局の指定する場所（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) 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、第１号に掲げる数量の総価によ

り行う。 

(7) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第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「衣服・帽子」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

(5) 当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であること。 

(6) 当該物品の仕様の条件を満たしていることについて、横浜市の確認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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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松永 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24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町1丁目1番地 

    横浜市消防局危機管理室危機管理課 

電話 045(671)2171（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24年３月15日から平成24年３月19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24年３月21日午前11時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月19日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月21日午前11時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

① Purchase of 4,160 Nonflammable garment Jackets（use by men） 

② Purchase of 4,500 Nonflammable garment Jackets（use by women） 

③ Purchase of 1,700 Nonflammable garment Jackets  

(2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 21 March, 2012 

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

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

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    コピー用紙Ａ４ 約14,000箱の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成24年４月１日から平成24年６月30日まで 

 (4) 納入場所 

会計室の指定する場所（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 

   コピー用紙Ａ４ 約16,500箱の購入  

  平成24年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「用紙類」に登録

が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

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

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町1丁目１番地  

    横浜市会計室会計管理課 

電話 045 (671) 2989（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24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午後１時35分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午後１時35分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 
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(2) 契約金の支払方法 

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

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

  この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

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

(2) Deadline for the tender: １:35 p.m., 13 March, 2012 

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

Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2249 
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横浜市調達公告第73号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

ア 寝具Ａ 一式の借入 

イ 寝具Ｂ 一式の借入 

ウ 寝具Ｃ 一式の借入 

エ 寝具Ｄ 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 

第１号アからエまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

  平成24年４月１日から平成25年３月31日まで（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 借入場所 

第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 横浜市鶴見消防署ほか33か所（詳細は、入札説明書による。）  

イ 横浜市神奈川消防署ほか16か所（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 横浜市旭消防署ほか24か所（詳細は、入札説明書による。） 

エ 横浜市中消防署ほか24か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに入札に付し、第３号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「寝具賃貸」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９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 当該借入物品又はこれと同等の物品の賃貸借契約実績を有する者 

   イ 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 

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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 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 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

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

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部総務課 

電話 045(334)6519（直通） 

７ 入札及び開札 

  第１項第１号アからエまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午前10時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13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 
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いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

① Lease of Bedclothes A 

② Lease of Bedclothes B 

③ Lease of Bedclothes C 

④ Lease of Bedclothes D 

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m., 13 March, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第74号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者         

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

ア(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（北部地域） 一式 

    (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（北部地域） 一式   

  イ(ｱ) 「広報よこはま」等運送委託（南部地域） 一式   

   (ｲ) 「ヨコハマ議会だより」運送委託（南部地域） 一式   

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

ア(ｱ) 平成24年４月１日から平成25年３月31日  

(ｲ)  平成24年４月１日から平成25年２月１日 

  イ(ｱ)  平成24年４月１日から平成25年３月31日 

  (ｲ)  平成24年４月１日から平成25年２月１日 

 (4) 履行場所 

入札説明書による。 

 (5) 入札方法 

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

もって、合併入札により行う。 

(6) その他 

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

（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「貨物運送」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務の履行に必要な、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）による一般貨物自動車運

送事業の許可を受けている者であること。 

(5) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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田中 電話 045(671)2250（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

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

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市市民局広報相談サービス部広報課（市庁舎２階） 

電話 045 (671) 2332（直通） 

７ 入札及び開札 

  第１項第１号ア及びイに掲げる業務ごとに、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24年３月８日から平成24年３月12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24年３月13日午前９時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

  ウ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午前９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ついて虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者また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）」を提出していないも

のが行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(4) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24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。 

(5) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary                                                   

(1) Subject matter of the contract: 

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

Dayori”, in the northern area of Yokohama City 

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

 Dayori”, in the southern area of Yokohama City 

(2) Date of tender: 

    ①  9:00 a.m.，13  March, 2012 

    ②  9:00 a.m.，13  March, 2012 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2250 
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横浜市調達公告第75号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「電子式診断用スパイロメータ（フクダ電子） ５台ほか 製品指定」ほか119件の契約に

ついて、一般競争入札を行う。 

平成24年１月31日 

契約事務受任者       

横浜市財政局長 柏 崎   誠  

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「za-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。 

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 
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(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

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「za-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
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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13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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入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
電子式診断用スパイロメータ（フクダ電子） ５台ほか 製品指定 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る製造実績又は納入実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

72 

 

契約番号 １１２９０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（鋳鉄管ほか） １０トンの売払 

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 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 経済局運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１４７０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（マンホール鉄蓋、ガードレールほか） ２７トンほかの売払 

納入／履行場所 
泉区岡津町１８６－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５５０２０１１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
毛布 １０，０００枚 

納入／履行場所 
消防局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 寝具又は消防・防災・防犯用品 

格付等級 【寝具：－】又は【消防・防災・防犯用品：－】 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 消防局危機対処計画課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１５５０３００６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
おかゆの配送・回収委託 

納入／履行場所 
横浜市生麦小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 消防局危機管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０２０３６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
実物投影機（書画カメラ）（エルモ） ３４７台 製品指定 

納入／履行場所 
教育委員会事務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局指導企画課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７１０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
コンピュータ等の売払 

納入／履行場所 
横浜市立岡野中学校ほか２１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 

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当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

③古物営業の許可を受けている者。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １１７２０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「あと５年」 ３３，８５０冊の印刷 

納入／履行場所 
選挙管理委員会事務局選挙課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２４年 ３月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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時まで財政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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１３日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 選挙管理委員会事務局選挙課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２０２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市長公舎休日・夜間警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市長公舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第４号に規定する業 

務を平成１９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２４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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 政策局秘書課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２０３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市税電算入出力帳票に関する搬送業務委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 財政局税務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新横浜駅前立体横断施設昇降機監視委託 

納入／履行場所 
新横浜駅前（港北区新横浜２丁目地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
東戸塚駅昇降機監視委託 

納入／履行場所 
東戸塚駅連絡通路 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなとみらい歩道橋警備・管理委託 

納入／履行場所 
西区高島一丁目１番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
野毛ちかみち警備・管理委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３０００９ 

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２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
緑区霧が丘１番１号ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町６０５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
今井川地下調節池等運転管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区狩場町５５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
流域貯留浸透施設巡回点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立荏田東第一小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

90 

 

契約番号 １２１４０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜港大黒ふ頭区域清掃業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

）を受けている者。 

⑤ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

※④の車検証の写しの「車体の形状」欄において、「モータ・スイーパ」及び「散水車」 

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局北部管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜港大さん橋区域清掃業務委託 

納入／履行場所 
大さん橋１号線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局北部管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

92 

 

契約番号 １２１４０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末広水際線プロムナード清掃業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区末広町１丁目 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局北部管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新港地区等清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
汽車道等警備管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港二丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成１９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２４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２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
電気施設保守業務委託 

納入／履行場所 
中区山下ふ頭 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

① 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 港湾局維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
根岸森林公園拡張区域警備委託 

納入／履行場所 
横浜市中区簑沢７番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
たちばなの丘公園車止め及びトイレ扉鍵開閉警備業務委託 

納入／履行場所 
たちばなの丘公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ポートサイド公園トンネル扉鍵開閉警備業務委託 

納入／履行場所 
ポートサイド公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
こども自然公園くずかご清掃等業務委託 

納入／履行場所 
旭区大池町６５番１ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ポートサイド公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区大野町１番地４ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園一部清掃業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区三ツ沢西町３番１号 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園内塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

103 

 

契約番号 １２２１０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜公園内塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
横浜公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園内塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
中区山手町１１４番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００３６ 

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５公園内便所清掃委託 

納入／履行場所 
港の見える丘公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター等スクリーンかす運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか４２か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部公園緑地事務所管内産業廃棄物処理委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず）の許可 

を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部汚泥資源化センター洗浄スクリーンかす等運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部汚泥資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

④産業廃棄物収集運搬業（鉱さい）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福浦工場排水処理場汚泥ケーキ運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局福浦工場排水処理場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
中区、南区、戸塚区、栄区及び泉区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

① 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

② 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③ 高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

① 委託業務経歴書 

② 高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区ほか２区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
港南区、磯子区及び金沢区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

① 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

② 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③ 高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

① 委託業務経歴書 

② 高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
鶴見区、神奈川区、西区、保土ヶ谷区及び港北区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

① 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

② 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③ 高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

① 委託業務経歴書 

② 高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
旭区、緑区、青葉区、都筑区及び瀬谷区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

① 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

② 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③ 高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

① 委託業務経歴書 

② 高所作業車の車検証の写し又は引受証明書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３００６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ダイオキシン類試料等採取業務委託 

納入／履行場所 
港北区総合庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①市内業者については上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者及び市 

外業者については上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０１４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
桜台公園ほか１７公園噴水設備等点検清掃委託 

納入／履行場所 
桜台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月１２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②汚泥吸引車及び高圧洗浄車の車検証の写し又は引受証明書 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０１５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局港北水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０１５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川向ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局川向ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

118 

 

契約番号 １２２１０３０１６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
潮田ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局潮田ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０１７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
追分市民の森ほか２１か所維持業務委託 

納入／履行場所 
追分市民の森ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０３０１７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（港南区・戸塚区・栄区） 

納入／履行場所 
上永谷駅前公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１６日（木）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月２０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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（西区１・中区１・南区） 

納入／履行場所 
久保山公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１６日（木）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（鶴見区・神奈川区・港北区） 

納入／履行場所 
花月園前駅構内公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

124 

 

契約番号 １２２２０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（緑区・青葉区・都筑区） 

納入／履行場所 
長津田駅前公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（磯子区・金沢区） 

納入／履行場所 
八幡橋公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（中区２） 

納入／履行場所 
西の橋公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（西区２・保土ケ谷・旭区・瀬谷区） 

納入／履行場所 
西平沼橋公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

３ 産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１６日（木）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月２０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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
オイルトラップ汚泥処理委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業（汚泥及び廃油）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

129 

 

契約番号 １２２２０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道清掃に係る産業廃棄物処分委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず）の許可 

を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

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 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
収集車他用廃タイヤ（産業廃棄物）収集運搬・処分委託 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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（廃プラスチック類）の許可を受けている者。 

④産業廃棄物処分業（廃プラスチック類）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

131 

 

契約番号 １２２２０３００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場ボイラーチューブ等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑工場ボイラーチューブ等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５１０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ａブロック（鶴見区・神奈川区・西区）】 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５７０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｂブロック（中区・南区・港南区）】 

納入／履行場所 
資源循環局中事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙６００，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｃブロック（保土ケ谷区・旭区・瀬谷区）】 

納入／履行場所 
資源循環局保土ケ谷事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙４４０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｄブロック（磯子区・金沢区）】 

納入／履行場所 
資源循環局磯子事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙２８０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｅブロック（港北区）】 

納入／履行場所 
資源循環局港北事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙６６０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｆブロック（緑区・青葉区・都筑区）】 

納入／履行場所 
資源循環局緑事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５５０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｇブロック（戸塚区・栄区・泉区）】 

納入／履行場所 
資源循環局戸塚事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受 

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

発注担当課 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市庁舎床面等清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 総務局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市役所本庁舎空気調和機（パッケージ型）等の保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 総務局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２７０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部児童相談所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
西部児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 こども青少年局西部児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２７０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 こども青少年局中央児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
動物愛護センター清掃業務委託 

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２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局動物愛護センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野公園墓地塵芥搬出処分委託 

納入／履行場所 
日野公園墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず）の許可 

を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉保健センター産業廃棄物収集運搬処理委託（１８か所分） 

納入／履行場所 
横浜市鶴見福祉保健センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③特別管理産業廃棄物収集運搬業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

④特別管理産業廃棄物処分業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部斎場空気調和設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市北部斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉保健センター排水水質測定検査委託（１８か所分） 

納入／履行場所 
鶴見区福祉保健センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２９０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場汚泥処理委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場食肉市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①市内業者については上記の営業種目に第３位までに登録があること。準市内業者及び市 

外業者については上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業許可（汚泥）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 経済局運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２９０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場内じんかい収集業務等委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 経済局運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２９０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場じんかい積込及び搬出委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場本場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 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位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

②平成24年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

③この契約は、地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 経済局運営調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２９０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場汚水排水施設点検委託 

納入／履行場所 
神奈川区山内町１番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の営業種目に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

２平成24年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

３この契約は、地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 経済局運営調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区車道清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

）を受けている者。 

⑤ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

※④の車検証の写しの「車体の形状」欄において、「モータ・スイーパ」及び「散水車」 

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３１０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区施設清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
白幡公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月１５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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３２０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区車道清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

）を受けている者。 

⑤ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

※④の車検証の写しの「車体の形状」欄において、「モータ・スイーパ」及び「散水車」 

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３２０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区施設清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３３０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区車道清掃委託 

納入／履行場所 
西区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

）を受けている者。 

⑤ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

※④の車検証の写しの「車体の形状」欄において、「モータ・スイーパ」及び「散水車」 

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 西区西土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３３０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区施設清掃委託 

納入／履行場所 
西区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区市立保育所 午睡寝具乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市錦保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 中区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区車道清掃委託（その１） 

納入／履行場所 
中区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

）を受けている者。 

⑤ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

※④の車検証の写しの「車体の形状」欄において、「モータ・スイーパ」及び「散水車」 

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区車道清掃委託（その２） 

納入／履行場所 
中区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

）を受けている者。 

⑤ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

※④の車検証の写しの「車体の形状」欄において、「モータ・スイーパ」及び「散水車」 

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区施設清掃委託 

納入／履行場所 
中区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区動く歩道清掃委託 

納入／履行場所 
中区桜木町から西区みなとみらい二丁目地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区寿町清掃委託 

納入／履行場所 
中区寿町地先 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず 

）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３４０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寿地区路上不法投棄廃棄物収集・運搬・処理委託 

納入／履行場所 
中区寿地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず）の 

許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず）の許可 

を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区総合庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
南区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 南区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３６０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
港南区港南土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２２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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３７０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷保育園ほか５か所の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市保土ケ谷保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 ２日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）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 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 保土ケ谷区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３７０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内（北部） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区左近山保育園他８園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市左近山保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 旭区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭土木管内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
旭区旭土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２３８０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区内遊水池維持管理委託 

納入／履行場所 
旭区若葉台三丁目１番３号地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４００３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
金沢区釜利谷西二丁目２番３０号地から釜利谷東七丁目７番１号地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４００３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢土木管内河川・水路環境管理委託 

納入／履行場所 
金沢区金沢土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

176 

 

契約番号 １２４４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内スクリーン点検清掃管理委託 

納入／履行場所 
都筑区南山田町４７００番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラ類、金属くず、ガラスくず等）の許可を受けている者 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
都筑区都筑土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４４０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
都筑区東山田町主要地方道丸子中山茅ヶ崎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２２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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４６０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
飯島保育園他３園午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市飯島保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 栄区こども家庭障害支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４６０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４６０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
栄区上郷町５８１番地先から８５１番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

182 

 

契約番号 １２４７０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉土木管内河川水路維持管理委託（その１） 

納入／履行場所 
泉区泉土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月１５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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４７０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉土木管内河川水路維持管理委託（その２） 

納入／履行場所 
泉区泉土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月１５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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
下瀬谷保育園ほか４園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市下瀬谷保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 瀬谷区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４８０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
相沢雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
瀬谷区相沢五丁目４７番１地先 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラ類、金属くず、ガラスくず等）の許可を受けている者 

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２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５５０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
感染性廃棄物処理委託 

納入／履行場所 
横浜市鶴見消防署ほか３５か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③特別管理産業廃棄物収集運搬業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

④特別管理産業廃棄物処分業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 消防局救急課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２７１０３００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大曽根小学校外２８校自家用電気工作物保安管理業務及び高圧受変電設備清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立大曽根小学校ほか２８か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

① 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２７１０３００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浦島小学校外３１校自家用電気工作物保安管理業務及び高圧受変電設備清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立浦島小学校ほか３１か所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

① 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅西口第１交通広場昇降機監視・警備業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

②本案件は子契約番号１２２４０３０００２番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

発注担当課 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅西口立体横断施設等昇降機監視・警備業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 ―――――――――――― 

低制限価格 ―――――――――――― 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目に第１位に登録があること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成１９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２４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２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会におい 

て可決されることを条件とする。 

②本案件は親契約番号１２１２０３０００４番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

発注担当課 都市整備局市街地整備調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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横浜市調達公告第76号 

特定調達契約に係る総合評価一般競争入札の施行 

 次のとおり総合評価一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市こども青少年局長 鯉 渕 信 也 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

  母子保健システム開発業務委託 一式 

(2) 業務内容 

入札説明書等による。 

 (3) 履行期間 

契約締結日から平成25年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

横浜市こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課ほか（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札に

より行う（詳細は、入札説明書等による。）。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業

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

けされているものであること。 

(3) 平成24年２月14日から入札日までの間のいずれの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

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

３ 入札参加の手続 

本件入札に参加しようとする者（第２項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書等に定める名

簿登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。   

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書等による。 

(2) 提出期限 

平成24年２月14日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 

丹野 電話 045(671)2452（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市こども青少年局ホームページから一部の資料を除きダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/soumu/hattyu/)  
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 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う（一部の資料については閲覧のみとする）。 

 (1) 貸出期間 

公告日から平成24年２月20日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 

電話 045(671)2452（直通） 

７ 提案書の提出期限及び場所等 

平成24年２月29日午後５時まで 横浜市こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課 

ただし、郵送等による提出については、平成24年２月29日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課

に必着のこと。 

８ 提案内容に関するヒアリングの日時及び場所 

平成24年３月５日（予定） 

正式な日時及び場所については、平成24年３月２日までに別途通知する。 

９ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成24年３月13日午前11時 横浜市こども青少年局８Ｂ会議室（市庁舎８階） 

ただし、郵送による入札については、平成24年3月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必

着のこと。 

10 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書等に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書等に定める方法によらない入札 

11 落札者の決定 

入札説明書に添付する「落札者決定基準」に基づき、総合評価点数の も高い入札者を落札者とする

。 

12 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

13 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 

完了検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

14 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書等による。 

15 Summary  

(1) Subject matter of the contract: A development consignment of the Maternal and child health 

system  

(2) Term of proposal: until 5:00 p.m., 29 February, 2012 

(3) Date of tender: 11:00 a.m., 13 March, 2012 

(4) Contact point for the notice: Child and Family Division, Child and Youth Bureau，City of 

Yokohama 

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017  TEL 045(671)2452 
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横浜市調達公告第77号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局北部第一水再生センター樽町ポンプ場で使用する電力 約1,270,000キロワットア

ワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所  

   港北区樽町三丁目９番11号 

横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター 樽町ポンプ場 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成24年２月９日（ただし、実績調書等は平成24年２月16日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課（関内中央ビル７階） 

武井、鈴木(大)、西田 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/denryoku/hokubu1wtp/） 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成24年１月31日から平成24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号 

横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター 

電話 045(572)2281（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成24年３月14日午後２時 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル７階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成24年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Provision of approx. 1,270,000kWh of electricity consumed by Yokohama City Hokubudaiichi 

Wastewater Treatment Plant Tarumachi Pumping Station 

(2) Date of tender: 2:00 p.m, 14 March 2012 

(3) Contact point for the notice: 

    Wastewater Treatment Facilities Management Division, Environmental Planning Bureau，City 

of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第78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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局港北水再生センター鴨居ポンプ場で使用する電力 約724,000キロワットアワーの

供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所  

   緑区東本郷113番地１ 

横浜市環境創造局下水道施設部港北水再生センター 鴨居ポンプ場 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成24年２月９日（ただし、実績調書等は平成24年２月16日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課（関内中央ビル７階） 

武井、鈴木(大)、西田 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/denryoku/kohokuwtp/） 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成24年１月31日から平成24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒222-0037 港北区大倉山七丁目40番１号 

横浜市環境創造局下水道施設部港北水再生センター 

電話 045(542)3031（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成24年３月14日午後２時６分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル７階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成24年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Provision of approx. 724,000kWh of electricity consumed by Yokohama City Kohoku Wastewater 

Treatment Plant Kamoi Pumping Station 

(2) Date of tender: 2:06 p.m, 14 March 2012 

(3) Contact point for the notice: 

    Wastewater Treatment Facilities Management Division, Environmental Planning Bureau，City 

of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3965 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

197 

 

 

横浜市調達公告第79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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局港北水再生センター新羽雨水調整池・滞水池ほか１か所で使用する電力 約

1,086,000キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

横浜市環境創造局下水道施設部港北水再生センター 新羽雨水調整池・滞水池 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１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成24年２月９日（ただし、実績調書等は平成24年２月16日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課（関内中央ビル７階） 

武井、鈴木(大)、西田 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/denryoku/kohokuwtp/） 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成24年１月31日から平成24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒222-0037 港北区大倉山七丁目40番１号 

横浜市環境創造局下水道施設部港北水再生センター 

電話 045(542)3031（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成24年３月14日午後２時10分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル７階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成24年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Provision of approx. 1,086,000kWh of electricity consumed by Yokohama City Kohoku 

Wastewater Treatment Plant Nippa Stormwater Resevior and other 1 place 

(2) Date of tender: 2:10 p.m, 14 March 2012 

(3) Contact point for the notice: 

    Wastewater Treatment Facilities Management Division, Environmental Planning Bureau，City 

of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第80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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市環境創造局長 荻 島 尚 之  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市環境創造局北部下水道センター鶴見ポンプ場で使用する電力 約1,140,000キロワットアワー

の供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所  

   鶴見区鶴見中央二丁目20番24号 

横浜市環境創造局下水道施設部北部下水道センター 鶴見ポンプ場 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成24年２月９日（ただし、実績調書等は平成24年２月16日）午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課（関内中央ビル７階） 

武井、鈴木(大)、西田 電話 045(671)3965（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 
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６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市環境創造局ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/denryoku/hokubustc/） 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

平成24年１月31日から平成24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒230-0045 鶴見区末広町１丁目６番地８ 

横浜市環境創造局下水道施設部北部下水道センター （北部第二水再生センター） 

電話 045(503)0201（直通） 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

平成24年３月14日午後２時３分 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

関内中央ビル７階協議室 

ただし、郵送による入札については、平成24年３月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に

必着のこと。 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(2) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求を受け、電気の利用目的別に

分割して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Provision of approx. 1,140,000kWh of electricity consumed by Yokohama City Hokubu Sewarage 

Treatment Center Tsurumi Pumping Station 

(2) Date of tender: 2:03 p.m, 14 March 2012 

(3) Contact point for the notice: 

    Wastewater Treatment Facilities Management Division, Environmental Planning Bureau，City 

of Yokohama,  1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3965 
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横浜市調達公告第81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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市消防局長 鈴 木   洋  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    地震計整備業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成24年12月28日まで 

 (4) 履行場所 

横浜市役所ほか46か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業

務」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行うものを含む。）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) 申請期限 

平成24年２月９日 

(2) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部総務課（保土ケ谷区総合庁舎５階） 

山本 電話 045(334)6524（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 

消防局ホームページよりダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/koukai/nyuusatu.html) 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 
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(1) 貸出期間 

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

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市消防局危機管理室情報技術課 

電話 045(671)3454（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成24年３月13日午前11時 

(ｲ) 入札場所 

保土ケ谷区川辺町２番地の９ 

横浜市消防局総務部総務課入札室（保土ケ谷区総合庁舎５階） 

イ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午前11時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(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) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Outsourcing to set up seismographs 

(2) Date of tender: 11:00a.m., 13 March, 2012 

(3) Contact point for the notice:  

General Affairs Division,  

Fire Bureau, City of Yokohama,  

2-9 Kawabe-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-0001,  

TEL 045(334)6524 
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横浜市調達公告第82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24年１月31日 

契約事務受任者  

横浜市神奈川区長 岡 田 優 子 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

 神奈川区総合庁舎で使用する電力  約1,059,900キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

 入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

 平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

 神奈川区広台太田町３番地８ 

 横浜市神奈川区総合庁舎 

 (5) 入札方法 

 この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格                                                

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」

の「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱(平成18年11月22日制定)第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。   

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 申請期限 

 平成24年２月９日 

 (2) 提出書類及び提出部課 

 入札説明書による。  

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

 〒221-0824 神奈川区広台太田町３番地８ 

 横浜市神奈川区総務部総務課  

 久保田 電話 045(411)7011（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記載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 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

204 

 

横浜市神奈川区ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kusei/zuikei/） 

また、次に掲げる期間・場所で貸出を行う。 

 (1) 貸出期間 

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

午後１時から午後５時まで） 

 (2) 貸出場所 

   〒221-0824 神奈川区広台太田町３番地８ 

   横浜市神奈川区総務部総務課 

   電話 045(411)7011（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

  ア 紙による入札書の提出 

    (ｱ) 入札日時 

平成24年３月13日午後１時30分 

 (ｲ) 入札場所 

    神奈川区広台太田町３番地８ 

      横浜市神奈川区役所本館２階第２会議室 

    イ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午後１時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する。 

  (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) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

  (1) 前金払 

    行わない。 

  (2) 契約金の支払方法 

  １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

  (2) 契約書作成の要否 

  要する。 

  (3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

  (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

  (1) Subject matter of the contract : Provision of approx. 1,059,900kWh of electricity 

consumed by Yokohama City Kanagawa Ward Office 

  (2) Date of tender : １:30 p.m, 13 March, 2012 
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(3) Contact point for the notice:General Affairs Division, Kanagawa Ward Office, 

    3-8 Hirodaioota-Mati, Kanagawa-ku, Yokohama, 221-0824, TEL 045(411)7011  
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横浜市調達公告第83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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市保土ケ谷区長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    保土ケ谷区総合庁舎で使用する電力 約1,046,400キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   保土ケ谷区川辺町２番地９ 

   横浜市保土ケ谷区総合庁舎 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

 平成24年２月９日 

(2) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

  〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地９ 

  横浜市保土ケ谷区総務部総務課  

  滝 電話 045(334)6205（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項に定める参加資格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載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 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

207 

 

横浜市保土ケ谷区ホームページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/bunyabetu/sonota/nyuusatu-keiyaku/denryoku.html） 

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

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地９ 

横浜市保土ケ谷区総務部総務課  

電話 045(334)6205（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 紙による入札書の提出 

（ｱ）入札日時 

平成24年３月13日午後１時45分 

(ｲ) 入札場所 

〒221-0824 神奈川区広台太田町３番地８ 

横浜市神奈川区役所 本館２階 第２会議室 

イ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午後１時45分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 1,046,400kWh of electricity 

consumed by Yokohama City Hodogaya Ward Office 

(2) Date of tender: 1:45 p.m,13 March, 2012 
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(3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Hodogaya Ward Office, 

2-9 kawabe-cho,Hodogaya-ku, Yokohama,240-0001, TEL045 (334)6205 
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横浜市調達公告第84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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市港北区長 小 川 浩 之 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    港北区総合庁舎で使用する電力 約1,375,700キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   港北区大豆戸町26番地１ 

   横浜市港北区総合庁舎 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の「

細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名停

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

 (4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成24年２月９日 

 (2) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒222-0032 港北区大豆戸町26番地１ 

横浜市港北区総務部総務課 

北原 電話045(540)2208（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項に定める参加資格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載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 
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横浜市港北区ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/soumu/nyusatu.html） 

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

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26番地１ 

横浜市港北区総務部総務課 

電話045(540)2208（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 紙による入札書の提出 

（ｱ）入札日時 

平成24年３月13日午後２時 

(ｲ) 入札場所 

〒221-0824 神奈川区広台太田町３番地８ 

横浜市神奈川区役所 本館２階 第２会議室 

イ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

   平成24年３月13日午後２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) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 1,375,700kWh of electricity consumed 

by Yokohama City Kohoku Ward Office 

(2) Date of tender: 2:00 p.m, 13 March, 2012 
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(3) Contact point for the notice: General Affairs Division, Kohoku Ward Office， City of 

Yokohama,26-1 Mamedo-Cho, Kohoku-ku, Yokohama, 222-0032, TEL 045(540)2208 
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横浜市調達公告第85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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市教育長 山 田   巧  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市教育文化センターで使用する電力 約1,107,000キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   中区万代町１丁目１番地 

   横浜市教育文化センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

認を受けなければならない。 

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

項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名停

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

 (4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提出

している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

  平成24年２月９日 

(2) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

  〒231-0031 中区万代町１丁目１番地 

  横浜市教育委員会事務局 東部学校教育事務所 教育総務課（教育文化センター） 

  本田 電話045(671)3700（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める参加資格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載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 
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横浜市教育委員会事務局入札情報ホームページからダウンロード可能。 

（http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/nyusatsu/） 

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

後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0031 中区万代町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局 東部学校教育事務所 教育総務課（教育文化センター） 

電話 045(671)3700（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 紙による入札書の提出 

 (ｱ) 入札日時 

平成24年３月15日午前10時30分 

 (ｲ) 入札場所 

中区万代町１丁目１番地 

教育文化センター５階 503室 

イ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月14日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

平成24年３月15日午前10時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決された

上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

 (4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Provision of Approx. 1,107,000kwh of electricity consumed by Yokohama City Education and 

Culture Center 
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(2) Date of tender: 10:30a.m. , 15 March, 2012 

(3) Contact point for the notice: Board of Education Secretariat Eastern Area School 

Education Office General Educational Affairs Division ，City of Yokohama, 

1-1 Bandai-cho, Naka-ku, Yokohama,231-0031, TEL045(671)3700 
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横浜市調達公告第86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24年１月31日 

契約事務受任者 

横浜市教育長 山 田   巧 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 横浜市立港南台ひの特別支援学校スクールバス３号車運行業務委託 一式 

イ 横浜市立本郷特別支援学校スクールバス下郷コース運行業務委託 一式 

ウ 横浜市立本郷特別支援学校スクールバス踊場コース運行業務委託 一式 

エ 横浜市立新治特別支援学校スクールバス４コース運行業務委託 一式 

オ 横浜市立東俣野特別支援学校スクールバス戸塚コース運行業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   第１号アからオまでに掲げる業務ともに、次のとおりとする。 

ア 履行期間（平成24年度分） 

平成24年４月１日から平成25年３月31日まで 

  イ 総履行期間 

平成24年４月１日から平成29年３月31日まで 

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

 (4) 履行場所 

入札説明書による。 

 (5) 入札方法 

第１号アからオまでに掲げる件名ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間における委託料の概算

数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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「その他の委託等

」又は「その他の業務」に登録が認められている者で、かつ、Ｂ以上の等級に格付けされているもの

であること。 

(3) 平成24年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該業務もしくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者で

あること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(2) 提出期限 

平成24年２月９日午後５時まで 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局指導部特別支援教育課（関内駅前第一ビル３階） 

土井良 電話 045(671)3958（直通） 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市教育委員会事務局指導部特別支援教育課ホームページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/bunya/bunya6000.html) 

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

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局指導部特別支援教育課（関内駅前第一ビル３階 ） 

電話 045(671)3958（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 紙による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

第１項第１号アからオまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後１時30分 

イ 平成24年３月13日午後２時00分 

ウ 平成24年３月13日午後２時30分 

エ 平成24年３月13日午後３時00分 

オ 平成24年３月13日午後３時30分 

(ｲ) 入札場所 

中区真砂町２－12 

関内中央ビル５階５Ｂ会議室 

イ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月12日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

第１項第１号アからオまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成24年３月13日午後１時30分 

イ 平成24年３月13日午後２時00分 

ウ 平成24年３月13日午後２時30分 

エ 平成24年３月13日午後３時00分 

オ 平成24年３月13日午後３時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 
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いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

また、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:  

① Service of school bus“the Number 3”of the Yokohama municipal Konandai-hino Special 

Support School. 

② Service of school bus“the Shimogo course” of the Yokohama municipal Hongo Special 

Support School. 

③ Service of school bus“the Odoriba course” of the Yokohama municipal Hongo Special 

Support School. 

④ Service of school bus“the Number 4” of the Yokohama municipal Niharu Special Support 

School. 

⑤ Service of school bus“the Totsuka course” of the Yokohama municipal Higashimatano 

Special Support School. 

(2) Date of tender:  

① 1:30 p.m. , 13 March, 2012 

② 2:00 p.m. , 13 March, 2012 

③ 2:30 p.m. , 13 March, 2012 

④ 3:00 p.m. , 13 March, 2012 

⑤ 3:30 p.m. , 13 March, 2012 

(3) Contact point for the notice: Special Support Education Division， Board of Education 

Secretariat, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3958 
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水道局調達公告第16号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「森三丁目フェンス設置工事」ほか３件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成24年１月31日 

 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

 

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

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。 

水 道 局 
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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

時までの間に財政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。 

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
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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。 

(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財政局契約第一課あての

書留郵便により郵送又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

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

市のホームページを参照すること。 

(10) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、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 １１５２０１０４７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
森三丁目フェンス設置工事 

施工場所 
磯子区森三丁目３番１号 

工事概要 

エキスパンドフェンス（Ｈ＝１．８ｍ）設置工Ｌ＝３５ｍ、エキスパンドフェンス用門扉 
（Ｈ１．８ｍ×Ｗ１．０ｍ）設置工１か所 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月１５日まで 

予定価格 １，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １１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 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局南部第一給水維持課 電話 ０４５－８３３－７４９３ 

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

 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

222 

 

契約番号 １１５２０１０４７２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
放射性物質測定室給排水工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地 

工事概要 

給排水設備工一式、衛生設備工一式 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月３０日まで 

予定価格 ５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

平成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、保 
土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午前 １１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 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局水質課 電話 ０４５－３７１－５６５６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１５２０１０４７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴ケ峰配水池ネットワークカメラ設置工事 

施工場所 
旭区鶴ケ峰本町二丁目３９番１号 

工事概要 

ネットワークカメラ設置工１台、配管配線工一式、試験調整工一式 

工期 契約締結の日から３０日間 

予定価格 ８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１５２０１０４７４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
向台テレビ共同受信施設撤去工事 

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地から６５３番地１３まで 

工事概要 

受信アンテナ撤去工一式、電源引込柱撤去工一式、架空線撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ３月２９日まで 

予定価格 ８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気通信 

格付等級 - 

登録細目 【電気通信：放送設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 水道局西谷浄水場 電話 ０４５－３７１－５３３５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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水道局調達公告第17号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「西部第一給水維持課清掃業務委託」ほか10件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成 24 年１月 31 日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 土 井 一 成  

 

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「za-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。 

５ 入札の無効 
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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。 

(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
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後５時までに電子メール（送信先アドレスは「za-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13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 １２５２０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部第一給水維持課清掃業務委託 

納入／履行場所 
水道局西部第一給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 ２日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局西部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部第二給水維持課清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局中部第二給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１６日（木）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局中部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部第一給水維持課清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局南部第一給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 ２日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局南部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
菊名ウォータープラザ清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局菊名ウォータープラザ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 ２日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局北部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部第二給水維持課 清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局南部第二給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１６日（木）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局南部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 ２日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４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 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局小雀浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二給水維持課清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局北部第二給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１６日（木）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局北部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部第二給水維持課清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局西部第二給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１６日（木）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月２０日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局西部第二給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷分庁舎清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局西谷分庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青山水源事務所管内除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
相模原市緑区青山３４８２番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 ２日から平成２５年 １月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）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 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局川井浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０３００６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高塚配水池ほか除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局高塚配水池ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 ２日から平成２５年 １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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 水道局小雀浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第 11 号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「平成 23 年度高架橋下部鳩害対策工事」ほか１件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成24年１月31日 

 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成 20 年３月交通局規程第 11 号）第２条の規定により読み替えて準用する

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

項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第 1項により定める資格を有する者

であること。 

(2) 平成 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交通局契約規程、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市

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

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、８(9) に定める場合を除く。 

(2) 設計図書のダウンロード等 

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

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

こと。 

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

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

間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

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

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

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

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

郵便による入札は認めない。 

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

、認めない。 

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

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

（工事請負関係）第 13 条を参照すること。 

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

程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

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

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

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

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。 

交 通 局 
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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

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

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

たす者でないとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

た他の者のうち 低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 
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(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加要領第 27 条から第 29

条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項

に規定する認定を受けた場合は、追加して契約金額の 10 分の２以内の額を支払う。また、「する（各

年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度

ごとに支払い、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条第３項に規定する認定を受けた場合

は、追加して契約で定める各会計年度の出来高予定額の 10 分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支

払う。 

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

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

に応じて行う。 

８ その他 

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

かは、工事ごとに明示する。 

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

する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

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

(5) 必要と認めるときは入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。 

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

４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、５(5) に定める書類の提出をしない場合 

(8) ５(3) の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第 25 条第１項

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

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、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。 

(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財政局契約第一課

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

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

市のホームページを参照すること。 

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

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 １１５３０１００６０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成２３年度高架橋下部鳩害対策工事 

施工場所 
港北区新羽町９６０番地先ほか 

工事概要 

スパイク工Ｌ＝１４７．７ｍ 

工期 契約締結の日から３０日間 

予定価格 １，０９０，０００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 フェンス 

格付等級 - 

登録細目 【フェンス：フェンス工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

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

注意事項 

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

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－６７１－３１８１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １１５３０１００６１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
あざみ野駅冷房化工事（電気設備工事）その２ 

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２番地２０ 

工事概要 

低圧変圧器設置工１台、照明器具更新工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２４年 ７月３１日まで 

予定価格 １９，５１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用） 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

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

その他 

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、保土ケ谷内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸 
塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

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

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

入札期間 
平成２４年 ２月 ９日（木）午前 ９時００分から 
平成２４年 ２月１３日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ３時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

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

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８５ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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交通局調達公告第 12 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 24 年１月 31 日 

横浜市交通事業管理者   

交通局長 二 見 良 之 

１ 競争入札に付する事項                                     

(1) 件 名                                           

高速鉄道戸塚駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 一式 

(2) 業務内容 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで 

(4) 履行場所 

高速鉄道戸塚駅ほか２駅（詳細は、仕様書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、委託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) 横浜市交通局契約規程（平成 20 年３月交通局規程第 11 号。以下「契約規程」という。）第２条にお

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

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

(2) 平成 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「建物管理」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成 24 年２月９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) 平成 19 年４月１日以降に、駅施設のうち、ホーム、トイレなどの旅客の用に供する施設の清掃業務

の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者であること（平成 24 年３月

31 日までの履行予定のものを含む。）。 

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) 申請期限 

平成 24 年２月９日 

(2) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階）         

鈴木 電話 045(671)2186（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。）
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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 24 年２月 23 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市交通局高速鉄道本部営業課（関内中央ビル９階）         

電話 045(671)3175（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 24 年３月８日から平成 24 年３月 12 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 24 年３月 13 日午前 11 時 20 分 

(ｲ) 入札場所 

      横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

    ウ 郵送による入札書の提出 

平成 24 年３月 12 日午後５時までに第３項３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2)  開札予定日時 

   平成 24 年３月 13 日午前 11 時 20 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項に定める入札資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に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）」を提出していないも

のが行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

契約規程第２条において準用する契約規則第 13 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲

内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格

によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、

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落札者

とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払                         

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

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

   この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

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

(4）詳細は、入札説明書による。                        

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract： 

 ①Cleaning of Yokohama municipal subway Totsuka station and 2 other stations, 1 set 

(2) Date of tender: 

  11:20 a.m. , 13 March, 2012 

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

Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2186 
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交通局調達公告第13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24年１月31日 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

１ 競争入札に付する事項  

(1) 件名及び数量  

ア  軽油（４月～６月分）第１ブロック 約1,164キロリットルの購入 

イ 軽油（４月～６月分）第２ブロック 約1,118キロリットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

(3) 納入期間 

平成24年４月１日から平成24年６月30日まで 

(4) 納入場所 

第１号ア及びイに掲げる物品ごとに次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

ア  交通局保土ケ谷営業所ほか３か所 

イ 交通局浅間町営業所ほか３か所 

(5) 納入方法 

  入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

ア 軽油（７月～９月分） 約2,678キロリットルの購入 

平成24年５月頃 

イ 軽油（10月～12月分） 約2,230キロリットルの購入 

平成24年８月頃 

ウ 軽油（１月～３月分） 約2,203キロリットルの購入 

平成24年11月頃 

(7) 入札方法 

第１号アに掲げる物品については第１号ア及び本号アに掲げる概算数量の合算額をもって、第１号イ

に掲げる物品については第１号イ及び本号イに掲げる概算数量の合算額をもって、それぞれ合併入札に

より、１キロリットル（1,000リットル）当たりの単価により行う（詳細は、入札説明書による。）。 

ア  軽油（４月～６月分）第１ブロック 約317キロリットルの購入（緑営業所分） 

イ 軽油（４月～６月分）第２ブロック 約243キロリットルの購入（磯子営業所分） 

本号ア及びイについては、横浜交通開発株式会社との契約となる。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。）第２条にお

いて準用する横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市契約規則第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「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成24年２月10日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

(4) 当該物品に係る軽油元売業者の供給保証を受けた者 

(5）当該物品供給と同等の供給実績を有する者 

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

手続きを行うものを含む。）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) 申請期限 
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平成24年２月10日（ただし、供給保証書は平成24年２月17日）午後５時まで 

(2) 提出書類及び提出部課 

入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市交通局総務部経営企画課（関内中央ビル９階） 

長岡 電話 045(671)3171（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

当該契約に係る入札説明書等は、第３項第３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、公告日から平成24年２月23日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで

及び午後１時から午後５時まで）の間において第３項第３号に掲げる部課で貸出しを行う。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

  ア 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時 

平成24年３月15日午後２時 

   (ｲ) 入札場所 

横浜市交通局総務部経営企画課入札室（関内中央ビル９階） 

  イ 郵送による入札書の提出 

平成24年３月14日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成24年３月15日午後２時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

(2) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

契約規程第２条において準用する契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格以下で 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 

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

12 その他  

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 



横浜市報調達公告版 

第８号 平成24年１月31日発行 

249 

 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成24年度横浜市各会計予算が平成24年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。  

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

① Purchase of approx. 1,164kl of gas oil 

② Purchase of approx. 1,118kl of gas oil 

(2) Date of tender: 2:00 p.m., 15 Mar, 2012 

(3) Contact point for the notice: Management Planning Division, Transportation Bureau, City 

of Yokohama, 1-1 Minato-Cho, Naka-Ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)3171 
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交通局調達公告第14号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「滝頭営業所ほか３営業所事務所清掃及び車両清掃等業務」ほか12件の契約について、一

般競争入札を行う。 

平成24年１月31日 

 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する

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

の規定に基づき横浜市物品・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「za-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) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

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

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

る。 

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

。 

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

。 

(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者

がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは

再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無

効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札をした者の入札は認

めない。 

(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「za-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13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 １２５３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
滝頭営業所ほか３営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局滝頭営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）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 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局滝頭営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北営業所ほか１か所の清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局港北営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局港北営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道中山駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄中山駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道仲町台駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄仲町台駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道吉野町駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄吉野町駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道上大岡駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄上大岡駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道上永谷駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄上永谷駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 【建物管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道センター北駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄センター北駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 【建物管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷・浅間町営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１４日（火）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１６日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１６日（木）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 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局保土ケ谷営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道日吉駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄日吉駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道湘南台駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄湘南台駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の営業種目においてＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成１９年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

４年３月３１日までの履行予定のものを含む）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道１・３号線 車内清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄湘南台駅 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 【建物管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道４号線 車内清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄日吉駅 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２４年 ４月 １日から平成２５年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 建物管理 

格付等級 【建物管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

上記の営業種目に第１位に登録があること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２４年 ２月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２４年 ２月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２４年 ２月１４日（火）午後 ２時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決されることを条件とする。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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交通局調達公告第15号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成24年１月31日 

                                   横浜市交通事業管理者 

交通局長 二 見 良 之 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関する

事務を担当す

る部課の名称

及び所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契約

の相手方の氏名又は

名称及び住所又は所

在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 軽油（１月～

３月分）第１

ブロック 約

1,108キロリッ

トルの購入 

交通局総務部

経営企画課 

中区港町１丁

目１番地 

平 成 23

年 12 月

15日 

阪和興業株式会社 

大阪市中央区伏見町

四丁目３番地９ 

円

111,536,820

一 般 競

争入札 

平 成 23

年 11 月

１日 

－ 

２ 軽油（１月～

３月分）第２

ブロック 約

1,028キロリッ

トルの購入 

同 同 株式会社サンオータ

ス 

港北区新横浜二丁目

４番地15 

103,159,800 同 同 － 
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病院経営局調達公告第３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 24 年１月 31 日 

横浜市病院事業管理者 髙 橋 俊 毅 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    横浜市立脳血管医療センターで使用する電力 約 3,429,100 キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで 

 (4) 供給場所 

   磯子区滝頭一丁目２番１号 

   横浜市立脳血管医療センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成 17 年３月病院経営局規程第 32 号）第３条第１項に掲げる者でな

いこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 23・24 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・ガス」の

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 24 年２月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市病院経営局一般競争参加停

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

 (4) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

 (5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提

出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

当該入札に参加しようとする者（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) 提出期限 

平成 24 年２月９日 

(2) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 

鎌田 電話 045(753)2615（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める参加資格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載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

病 院 経 営 局 
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覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

  横浜市病院経営局ホームページ入札・契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/keiyaku.html） 

  また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

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

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部管理課 

電話 045(753)2615（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 紙による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時  

平成 24 年３月 14 日午後３時 

(ｲ) 入札場所 

磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター２階会議室 

  イ 郵送による入札書の提出 

平成 24 年３月 13 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

  平成 24 年３月 14 日午後３時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程第 24 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札  

９ 落札者の決定 

横浜市病院経営局契約規程第 17 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

    １箇月間の使用分について、検査終了後、その１箇月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 24 年度横浜市各会計予算が平成 24 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ

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

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: 
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Provision of approx．3,429,100kwh of electricity consumed by Yokohama Stroke and Brain 

Center  

(2) Date of tender: 3:00 p.m. , 14．March，2012  

(3) Contact point for the notice: Management Division，Yokohama Stroke and Brain Center 1-2-1 

Takigashira,Isogo-ku, Yokohama,235-0012, TEL 045(753)2615 

 


