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第 58 号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 
【調達公告】 
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ·················································· ２ 
△ 同 ······················································································ ３ 
△ 同 ······················································································ ４ 
△ 同 ······················································································ ６ 
 

【水道局】 
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ·················································· ７ 
△ 同 ······················································································ ８ 
△ 同 ······················································································ ９ 

 

【交通局】 
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ·················································· 10 

 
【正誤】 ···················································································· 11 
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横浜市調達公告第 216 号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月15日発行第46号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第184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。 

  平成24年６月６日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1212010022 

1212010023 

市道和泉町第４４９号線赤坂橋架替工事（下部工その１） 

市道和泉町第４４９号線赤坂橋架替工事（下部工その２）※合併入札 

２ 入札方法 

  変更前：電子入札による。 

  変更後：電子入札による。ただし、平成24年６月７日から平成24年６月11日までに行う入札については

、紙入札による。 

３ 入札期間 

変更前：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月６日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月11日（月）午後５時00分まで 

４ 開札予定日時 

変更前：平成24年６月７日 午前９時45分 

変更後：平成24年６月12日 午後２時15分 

５ その他 

紙入札による手続については、ヨコハマ・入札のとびらの「お知らせ」に平成24年６月６日付け掲載

の「電子入札システムの不具合に伴う入札期間等の変更のお知らせ（工事）」中の「紙入札を行う場合

の手続」を確認すること。 

  （http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/news/20120606oshirase2_kouji.pdf） 

調 達 公 告 
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横浜市調達公告第217号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月22日発行第48号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第193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。 

  平成24年６月６日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1227010004 箕輪保育園耐震補強その他工事（建築工事） 

1227010005 山手保育園耐震補強その他工事（建築工事） 

1227010006 大曽根保育園耐震補強その他工事（建築工事） 

1227010007 川島保育園耐震補強その他工事（建築工事） 

２ 入札方法 

  変更前：電子入札による。 

  変更後：電子入札による。ただし、平成24年６月７日から平成24年６月11日までに行う入札については

、紙入札による。 

３ 入札期間 

  変更前：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

      平成24年６月６日（水）午後５時00分まで 

  変更後：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

      平成24年６月11日（月）午後５時00分まで 

４ 開札予定日時 

  (1) 開札予定日 

      変更前：平成24年６月７日 

      変更後：平成24年６月12日 

 (2) 開札予定時刻 

契約番号 件名 変更前 変更後 

1227010004 箕輪保育園耐震補強その他工事（建築工事） 午前９時45分 午後２時30分

1227010005 山手保育園耐震補強その他工事（建築工事） 午前９時45分 午後２時30分

1227010006 大曽根保育園耐震補強その他工事（建築工事） 午前９時45分 午後２時30分

1227010007 川島保育園耐震補強その他工事（建築工事） 午前10時15分 午後２時30分

５ 入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予約

の証書）の提出期間 

  変更前：平成24年６月４日午前９時から平成24年６月６日午後５時まで 

  変更後：平成24年６月４日午前９時から平成24年６月11日午後５時まで 

６ 入札保証保険及び入札保証の保証期間 

  変更前：平成24年６月７日から平成24年６月28日までを含んだ日 

  変更後：平成24年６月12日から平成24年７月３日までを含んだ日 

  （ただし、既に手続済みの場合は保証期間の変更は必要ない。） 

７ その他 

  紙入札による手続については、ヨコハマ・入札のとびらの「お知らせ」に平成24年６月６日付け掲載の

「電子入札システムの不具合に伴う入札期間等の変更のお知らせ（工事）」中の「紙入札を行う場合の

手続」を確認すること。 

  （http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/news/20120606oshirase2_kouji.pdf） 
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横浜市調達公告第 218 号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月22日発行第48号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第193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。 

  平成24年６月６日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 平成24年６月７日開札予定の入札について 

 (1) 契約番号及び件名 

   契約番号 1246010016 

   件  名 （仮称）旧矢沢小学校跡地コミュニティハウス整備工事（建築工事） 

  (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月６日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月11日（月）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

変更前：平成24年６月７日 午前10時15分 

変更後：平成24年６月12日 午後２時45分 

  (4) 入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予

約の証書）の提出期間 

   変更前：平成24年６月４日午前９時から平成24年６月６日午後５時まで 

   変更後：平成24年６月４日午前９時から平成24年６月11日午後５時まで 

  (5) 入札保証保険及び入札保証の保証期間 

   変更前：平成24年６月７日から平成24年６月28日までを含んだ日 

   変更後：平成24年６月12日から平成24年７月３日までを含んだ日 

   （ただし、既に手続済みの場合は保証期間の変更は必要ない。） 

２ 平成24年６月８日開札予定の入札について 

  (1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1271010092 朝比奈小学校耐震補強その他工事（建築工事） 

1271010093 洋光台第二中学校ほか１校耐震補強その他工事 

1271010094 富岡小学校耐震補強その他工事 

1271010095 大綱小学校耐震補強その他工事 

1271010096 菊名小学校給食室改修工事（建築工事） 

1271010097 井土ケ谷小学校ほか１校耐震補強工事 

1271010098 東戸塚小学校ほか１校耐震補強その他工事 

  (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月７日（木）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月12日（火）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

ア 開札予定日 

変更前：平成24年６月８日 

変更後：平成24年６月13日 

イ 開札予定時刻 

契約番号 件名 変更前 変更後 

1271010092 朝比奈小学校耐震補強その他工事（建築工事） 午前９時45分 午後２時45分

1271010093 洋光台第二中学校ほか１校耐震補強その他工事 午前９時45分 午後２時45分
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1271010094 富岡小学校耐震補強その他工事 午前９時45分 午後２時45分

1271010095 大綱小学校耐震補強その他工事 午前10時15分 午後３時15分

1271010096 菊名小学校給食室改修工事（建築工事） 午前10時15分 午後３時15分

1271010097 井土ケ谷小学校ほか１校耐震補強工事 午前10時15分 午後３時15分

1271010098 東戸塚小学校ほか１校耐震補強その他工事 午前10時30分 午後３時30分

  (4) 入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予

約の証書）の提出期間 

   変更前：平成24年６月５日午前９時から平成24年６月７日午後５時まで 

   変更後：平成24年６月５日午前９時から平成24年６月12日午後５時まで 

  (5) 入札保証保険及び入札保証の保証期間 

   変更前：平成24年６月８日から平成24年６月29日までを含んだ日 

   変更後：平成24年６月13日から平成24年７月３日までを含んだ日 

   （ただし、既に手続済みの場合は保証期間の変更は必要ない。） 
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横浜市調達公告第219号 

      一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

  平成 24 年５月 22 日発行第 48 号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第 194 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。 

    平成 24 年６月６日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 平成24年６月７日開札予定の入札について 

  (1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1212010028 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２１） 

1214010015 大黒ふ頭道路整備工事（２４―１） 

1221010142 南部処理区上大岡東地区下水道整備工事（その１３） 

1223010008 旭区役所空調設備改修工事（空調設備工事） 

1271010107 日吉南小学校ほか１校トイレ改修工事（電気設備工事） 

  (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月６日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月11日（月）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

ア 開札予定日 

変更前：平成24年６月７日 

変更後：平成24年６月12日 

イ 開札予定時刻 

契約番号 件名 変更前 変更後 

1212010028 
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２１） 

午前９時15分 午前11時30分

1214010015 大黒ふ頭道路整備工事（２４―１） 午前９時30分 午後２時15分

1221010142 
南部処理区上大岡東地区下水道整備工事（そ

の１３） 

午前９時30分 午後２時15分

1223010008 旭区役所空調設備改修工事（空調設備工事） 午前９時30分 午後２時15分

1271010107 
日吉南小学校ほか１校トイレ改修工事（電気

設備工事） 

午前９時15分 午前11時30分

２ 平成24年６月８日開札予定の入札について 

  (1) 契約番号及び件名 

      契約番号 1271010156 

   件  名 高田小学校耐震補強その他工事（建築工事） 

  (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月７日（木）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月12日（火）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

変更前：平成24年６月８日 午前10時30分 

変更後：平成24年６月13日 午後３時30分 
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水道局調達公告第96号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月22日発行第48号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第79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。       

  平成24年６月６日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

１ 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1252010183 瀬谷町ほか４か所口径１００ｍｍから２００ｍｍ配水管布設替工事 

1252010184 東本郷三丁目口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

1252010185 東本郷五丁目口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

２ 入札期間 

変更前：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月７日（木）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月12日（火）午後５時00分まで 

３ 開札予定日時 

  (1) 開札予定日 

      変更前：平成24年６月８日 

      変更後：平成24年６月13日 

  (2) 開札予定時刻 

契約番号 件名 変更前 変更後 

1252010183 
瀬谷町ほか４か所口径１００ｍｍから２００ｍ

ｍ配水管布設替工事 

午前９時15分 午後２時15分

1252010184 
東本郷三丁目口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水

管布設替工事 

午前９時15分 午後２時15分

1252010185 
東本郷五丁目口径７５ｍｍから１５０ｍｍ配水

管布設替工事 

午前９時30分 午後２時30分

４ 入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予約

の証書）の提出期間 

  変更前：平成24年６月５日午前９時から平成24年６月７日午後５時まで 

  変更後：平成24年６月５日午前９時から平成24年６月12日午後５時まで 

５ 入札保証保険及び入札保証の保証期間 

  変更前：平成24年６月８日から平成24年６月29日までを含んだ日 

  変更後：平成24年６月13日から平成24年７月４日までを含んだ日 

  （ただし、既に手続済みの場合は保証期間の変更は必要ない。） 

 

 

水 道 局 
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水道局調達公告第97号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月22日発行第48号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第80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。 

  平成24年６月６日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

１ 契約番号及び件名 

  契約番号 1252010177  

件  名 師岡町口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

２ 入札方法 

  変更前：電子入札による。 

  変更後：電子入札による。ただし、平成24年６月７日から平成24年６月11日までに行う入札については

紙入札による。 

３ 入札期間 

変更前：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月６日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月11日（月）午後５時00分まで 

４ 開札予定日時 

  変更前：平成24年６月７日 午前10時15分 

変更後：平成24年６月12日 午後２時45分 

５ その他 

紙入札による手続については、ヨコハマ・入札のとびらの「お知らせ」に平成24年６月６日付け掲載

の「電子入札システムの不具合に伴う入札期間等の変更のお知らせ（工事）」中の「紙入札を行う場合

の手続」を確認すること。 

 （http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/news/20120606oshirase2_kouji.pdf） 
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水道局調達公告第98号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月22日発行第48号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第80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。 

  平成24年６月６日 

横浜市水道事業管理者 

水道局長 土 井 一 成 

１ 平成24年６月７日開札予定の入札について 

  (1) 契約番号及び件名 

   契約番号 1252010181 

   件  名 南瀬谷一丁目口径７５ｍｍ配水管布設替工事 

 (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月６日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月４日（月）午前９時00分から 

平成24年６月11日（月）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

   変更前：平成24年６月７日 午前10時15分 

変更後：平成24年６月12日 午後２時45分 

２ 平成24年６月８日開札予定の入札について 

  (1) 契約番号及び件名 

契約番号 件名 

1252010182 阿久和西二丁目ほか１か所口径７５ｍｍ配水管布設替工事 

1252010186 新吉田東一丁目ほか３か所口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

  (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月７日（木）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月12日（火）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

  ア 開札予定日 

変更前：平成24年６月８日 

変更後：平成24年６月13日 

  イ 開札予定時刻 

契約番号 件名 変更前 変更後 

1252010182 
阿久和西二丁目ほか１か所口径７５ｍｍ配水

管布設替工事 

午前９時15分 午後２時15分 

1252010186 
新吉田東一丁目ほか３か所口径１００ｍｍか

ら１５０ｍｍ配水管布設替工事 

午前９時30分 午後２時30分 
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交通局調達公告第47号 

      一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

  平成24年５月22日発行第48号横浜市報調達公告版における交通局調達公告第40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。 

    平成24年６月６日 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

１ 契約番号及び件名 

  契約番号 1253010008 

  件  名 列車緊急停止装置表示機能改修工事 

２ 入札期間 

変更前：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月７日（木）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月５日（火）午前９時00分から 

平成24年６月12日（火）午後５時00分まで 

３ 開札予定日時 

変更前：平成24年６月８日 午前９時30分 

変更後：平成24年６月13日 午後２時30分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交 通 局 
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 平成24年５月29日発行横浜市報調達公告版第51号74ページ、契約番号1234010016の工事件名「中土木管内

下水道修繕工事（その３）」の入札に係る必要事項欄【注意事項】（４）の「イ 中土木管内下水道修繕工

事・取付管接続受託工事（その２）」を削除。 

 

平成24年６月５日発行横浜市報調達公告版第56号37ページ、契約番号1223010010の工事件名「ひかりが丘住

宅第２期エレベーター設置その他工事（第２工区昇降機設備工事）」の入札期間欄の「平成24年６月25日（

月）午前９時00分から平成24年６月27日（水）午後５時00分まで」は「平成24年６月18日（月）午前９時00

分から平成24年６月20日（水）午後５時00分まで」の、開札予定日時欄の「平成24年６月28日（木）午前10

時30分」は「平成24年６月21日（木）午前９時45分」の誤り。 

 

平成24年６月５日発行横浜市報調達公告版第56号41ページ、契約番号1223010013の工事件名「ひかりが丘住

宅第２期エレベーター設置その他工事（第２工区建築工事）」の入札期間欄の「平成24年６月18日（月）午

前９時00分から平成24年６月20日（水）午後５時00分まで」は「平成24年６月25日（月）午前９時00分から

平成24年６月27日（水）午後５時00分まで」の、開札予定日時欄の「平成24年６月21日（木）午前９時15分

」は「平成24年６月28日（木）午前10時30分」の誤り。 

正 誤 


