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第 36 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 
△ 一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 ·········································· ２ 
 

【水道局】 
△ 一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 ·········································· ５ 

 

【交通局】 
△ 一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 ·········································· ６ 
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横浜市調達公告第 138 号 

一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 

平成24年４月３日発行第30号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第134号により公告した次の一

般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 24 年４月 16 日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 平成 24 年４月 16 日開札予定の一般競争入札 

 (1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1212020010 環境推進トナー ブラック（エプソン） １個ほか 製品指定 

1212020011 トナーカートリッジ（エプソン） ２個ほか 同等品可 

1221020072 長机（ホウトク） ３４台ほか 同等品可 

1221020073 椅子（ＬＩＯＮ） １２０脚 同等品可 

1222020184 ごみ収集車両部品（Ｈ）バッテリー（７５Ｄ２３Ｌ／Ｒ） ２０個（概算）ほか 

1222020186 作動油（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ９本（概算）ほか 同等品可 

1225020032 安全短靴（シモン又はミドリ安全） １，３９７足ほか 同等品可 

1225020033 皮手袋（ユアサグローブ又はシモン） ４，７６４双 同等品可 

1225020034 ビニール手袋（ショーワグローブ） ３，７１７双ほか 同等品可 

1228020053 国民健康保険料制度変更案内チラシ ８１１，５００枚の印刷 

1228020054 国民健康保険料額決定通知書チラシ ６０６，１００枚の印刷 

1228020055 案内チラシ（額決定通知書用） ８５５，９００部ほかの印刷 

1228020061 国保収対システム納付書用封筒（料金後納用） １７１，０００枚ほかの印刷 

1228020063 延滞金用納付書（バッチ分） １４０，６００枚の印刷 

1228020064 介護保険被保険者証（オンライン） １７０，０００枚の印刷 

1228020065 催告書兼納付書（バッチ分） ４０５，６００枚の印刷 

1228020066 負担限度額認定結果通知書（オンライン） １４，３００枚ほかの印刷 

1228020067 保険料額通知書（バッチ用） ２２６，０５０枚の印刷 

1228020070 保険料額決定通知書 ６１３，１５０枚の印刷 

1228020071 督促状付きＯＣＲ納付書用封筒 １，７５２，０４０枚の印刷 

1228020072 ＯＣＲ納付書用封筒 ８８２，０４０枚の印刷 

1228020073 保険料額決定通知書用封筒 ６０８，０４０枚の印刷 

1228020074 催告書・延滞金納付書共通封筒 ３５１，０００枚の印刷 

1228020075 国保収対システム用オンライン納付書 ５１２，５００枚の印刷 

 (2) 入札期間 

   変更前：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月16日（月）午後１時00分まで 

   変更後：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月18日（水）午後１時00分まで 

 (3) 開札予定日時 

    変更前：平成24年４月16日 

    変更後：平成24年４月18日 

調 達 公 告 
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２ 平成 24 年４月 17 日開札予定の一般競争入札 

 (1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1212030055 都市計画道路横浜藤沢線（田谷小雀地区）管理用地除草業務委託 

1221030195 久良岐公園ほか５公園維持業務委託 

1221030196 横浜自然観察の森草刈等業務委託 

1221030200 微小粒子状物質（ＰＭ２．５）調査業務 

1222030091 鶴見工場庁舎清掃委託 

1222030092 旭工場庁舎清掃委託 

1224030014 新横浜駅南部地区除草等業務委託 

1231030017 鶴見区公園維持業務委託（その２） 

1232030018 神奈川区公園維持業務委託（その３） 

1232030019 神奈川土木管内道路除草業務委託（その１） 

1235030013 南区公園維持業務委託（その２） 

1235030014 南区街路樹維持業務委託（その２） 

1237030023 保土ケ谷区公園維持業務委託（その３） 

1237030024 保土ケ谷区総合庁舎直焚吸収冷温水機点検保守委託 

1237030025 保土ケ谷区総合庁舎空調監視盤・空調設備用自動制御機器保守点検委託 

1237030026 保土ケ谷区総合庁舎自家発電設備保守業務委託 

1238030018 旭区公園維持業務委託（その３） 

1238030020 左近山保育園他８園の定期清掃委託 

1239030016 磯子区公園維持業務委託（その２） 

1240030021 金沢区公園維持業務委託（東部その２） 

1240030022 能見堂緑地維持業務委託（１） 

1240030023 金沢土木管内道路除草業務委託（その１） 

1242030019 緑区街路樹維持業務委託（その２） 

1243030028 青葉区公園維持業務委託（その４） 

1243030029 青葉区公園維持業務委託（その５） 

1244030026 都筑区公園維持業務委託（その７） 

1245030021 戸塚土木管内河川環境施設管理委託 

1248030012 瀬谷土木管内道路除草業務委託 

1271030079 末吉小学校外３０校消防用設備等保守点検委託 

1271030080 青木小学校外２５校消防用設備等保守点検委託 

1271030081 戸部小学校外２６校消防用設備等保守点検委託 

1271030082 石川小学校外２４校消防用設備等保守点検委託 

1271030084 日野小学校外３０校消防用設備等保守点検委託 

1271030085 星川小学校外２８校消防用設備等保守点検委託 

1271030086 二俣川小学校外３７校消防用設備等保守点検委託 

1271030087 磯子小学校外２２校消防用設備等保守点検委託 

1271030088 金沢小学校外３１校消防用設備等保守点検委託 

1271030089 日吉台小学校外３３校消防用設備等保守点検委託 

1271030090 山下小学校外２０校消防用設備等保守点検委託 
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1271030091 鉄小学校外４２校消防用設備等保守点検委託 

1271030092 都田小学校外２９校消防用設備等保守点検委託 

1271030093 戸塚小学校外３８校消防用設備等保守点検委託 

1271030094 豊田小学校外２０校消防用設備等保守点検委託 

1271030095 中和田小学校外３９校消防用設備等保守点検委託 

1271030096 戸塚高校外１５校消防用設備等保守点検委託 

 (2) 入札期間 

   変更前：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月17日（火）午後１時00分まで 

   変更後：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月18日（水）午後１時00分まで 

 (3) 開札予定日時 

    変更前：平成24年４月17日 

    変更後：平成24年４月18日 
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水道局調達公告第 53 号 

一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 

平成24年４月３日発行第30号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第47号により公告した次の一

般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 24 年４月 16 日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

１ 平成 24 年４月 16 日開札予定の一般競争入札 

(1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1252020129 
ガソリン（レギュラースタンド給油） １９，０００リットル（概算）ほか 水道局

北部第一給水維持課（フルサービス） 

1252020130 
ガソリン（レギュラースタンド給油） ２０，０５０リットル（概算）ほか 水道局

西部第一給水維持課（フルサービス） 

1252020131 
ガソリン（レギュラースタンド給油） １６，５２６リットル（概算）ほか 水道局

南部第一給水維持課（フルサービス） 

1252020132 
ガソリン（レギュラースタンド給油） １３，２６５リットル（概算）ほか 水道局

中部第一給水維持課（フルサービス） 

1252020133 
ガソリン（レギュラースタンド給油） １２，３００リットル（概算）ほか 水道局

北部第二給水維持課（フルサービス） 

1252020134 Ｂ型伸縮付補助止水栓１３（口径１３横浜市型） １００個ほか 

1252020135 Ｍ・ソケット２０ ２型（横浜市型） １４０個ほか 

1252020136 ボール止水栓（Ｒｃ）２０ ２３０個ほか 

1252020137 水道用サドル付分水栓（Ｇ）５０×２５ ２０個ほか 

(2)  入札期間 

   変更前：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

        平成24年４月16日（月）午後１時00分まで 

    変更後：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

        平成24年４月18日（水）午後１時00分まで 

(3)  開札予定日時 

    変更前：平成24年４月16日 

    変更後：平成24年４月18日 

２ 平成24年４月17 日開札予定の一般競争入札 

(1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1252030199 中部第二給水維持課管内水道用地除草作業委託 

1252030201 西谷分庁舎空調設備点検委託 

(2) 入札期間 

    変更前：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月17日（火）午後１時00分まで 

    変更後：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月18日（水）午後１時00分まで 

(3)  開札予定日時 

    変更前：平成24年４月17日 

    変更後：平成24年４月18日 

水 道 局 
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交通局調達公告第30号 

一般競争入札（物品・委託等）の入札期間等の変更 

平成24年４月３日発行第30号横浜市報調達公告版における交通局調達公告第28号により公告した次の一

般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。 

なお、開札予定日時のうち、時刻については変更を行わない。 

  平成 24 年４月 16 日 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

１ 平成 24 年４月 16 日開札予定の一般競争入札 

(1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1253020108 
リアガラス用広角レンズ（３５５ｍｍ×２７５ｍｍ） （３Ｍ） １，０００枚 同

等品可 

1253020110 蓄電池１（ＹＵＡＳＡ） １個ほか 同等品可 

 (2) 入札期間 

   変更前：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月16日（月）午後１時00分まで 

   変更後：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月18日（水）午後１時00分まで 

 (3) 開札予定日時 

    変更前：平成24年４月16日 

    変更後：平成24年４月18日 

 

２ 平成 24 年４月 17 日開札予定の一般競争入札 

(1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1253030133 電車線路支持碍子清掃作業（阪東橋から三ツ沢下町駅間） 

 (2) 入札期間 

   変更前：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月17日（火）午後１時00分まで 

   変更後：平成24年４月13日（金）午前９時00分から 

       平成24年４月18日（水）午後１時00分まで 

 (3) 開札予定日時 

    変更前：平成24年４月17日 

    変更後：平成24年４月18日 

交 通 局 


