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第 60 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 
 

【水道局】 
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ·················································· ７ 
△ 同 ······················································································ ８ 
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横浜市調達公告第 221 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183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８日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 大 場 茂 美 

１ 契約番号及び件名 

  契約番号 1202010001 

  件  名 横浜市立大学理科館改築工事（建築工事） 

２ 入札期間 

変更前：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

平成24年６月13日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

平成24年６月15日（金）午後５時00分まで 

３ 開札予定日時 

変更前：平成24年６月14日  

変更後：平成24年６月18日  

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。  

 

調 達 公 告 
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横浜市調達公告第222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８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 

1224010003 市道戸塚第５１９号線道路建設工事（公益棟連絡デッキ築造工） 

1228010001 横浜市衛生研究所建設予定地汚染土壌除去工事 

２ 入札期間 

変更前：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

平成24年６月13日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

平成24年６月15日（金）午後５時00分まで 

３ 開札予定日時 

変更前：平成24年６月14日  

変更後：平成24年６月18日  

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。 
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横浜市調達公告第 223 号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月29日発行第51号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第202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８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12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 

1214010017 横浜港維持管理ビル外壁等改修工事 

1214010018 本牧ふ頭Ｂ－５号上屋外壁（妻側）防水工事 

1221010152 野島公園海岸地区トイレ新築工事（衛生設備工事） 

1221010153 熊野神社市民の森ほか１か所施設改良工事 

1221010154 南部処理区老松地区下水道再整備工事（その２） 

1221010158 野島公園海岸地区トイレ新築工事（建築工事） 

1221010159 中部水再生センターＢ系 終沈殿池汚泥かき寄せ機保護装置改良工事 

1221010160 中部水再生センターＡ系 初沈殿池等計装設備修理工事 

1221010162 神奈川水再生センターＢ系処理水再利用設備等修理工事 

1222010005 金沢工場補助ボイラー等定期検査整備工事 

1223010012 ほどがや地区センターエレベーター更新工事 

1224010005 県道弥生台桜木町（野毛地区）歩道拡幅整備工事（交通安全施設工） 

1226010006 港南区総合庁舎耐震性改善工事 

1227010009 箕輪保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事） 

1227010010 山手保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事） 

1227010011 川島保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事） 

1227010012 大曽根保育園耐震補強その他工事（衛生空調設備工事） 

1227010014 山手保育園耐震補強その他工事（電気設備工事） 

1227010015 川島保育園耐震補強その他工事（電気設備工事） 

1227010016 大曽根保育園耐震補強その他工事（電気設備工事） 

1231010014 神奈川区宝町地内自転車保管場所整備工事 

1232010013 神奈川土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

1232010014 神奈川土木管内下水道修繕工事（その２） 

1232010015 神奈川土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

1232010016 神奈川土木管内道路整備工事（その２） 

1233010012 西土木管内舗装補修（応急修理）工事（その３） 

1233010013 西土木管内道路整備工事（その２） 

1233010014 西土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

1234010015 中土木管内道路整備工事（その４） 

1234010016 中土木管内下水道修繕工事（その３） 

 (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月７日（木）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 

変更後：平成24年６月７日（木）午前９時00分から 

平成24年６月13日（水）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

変更前：平成24年６月12日 

変更後：平成24年６月14日 

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。  
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２ 平成24年６月13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 

1235010010 南土木管内下水道修繕工事（その３） 

1235010011 南土木管内防護柵設置工事（その１） 

1236010013 日野下根第三公園ほか２公園施設改良工事 

1236010014 笹下奈良郷第三公園再整備工事 

1237010013 保土ケ谷土木管内安全施設整備工事 

1237010014 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その３） 

1237010015 川島緑地ほか７公共施設緑化基盤整備工事 

1240010014 金沢土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

1240010015 金沢土木管内下水道修繕工事（その３） 

1240010016 金沢土木管内道路整備工事（その２） 

1241010030 港北土木管内舗装補修（応急修理）工事（その４） 

1241010031 港北土木管内道路整備工事（その４） 

1241010032 港北土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 

1243010022 青葉土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 

1243010023 青葉土木管内取付管接続受託下水道工事（その２） 

1245010020 戸塚区平戸町ほか８か所街路樹補植・植替工事 

1245010021 戸塚土木管内河川水路維持工事（その３） 

1245010022 戸塚土木管内公園施設修繕工事（その２） 

1246010017 栄土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

1246010018 （仮称）旧矢沢小学校跡地コミュニティハウス整備工事（空調衛生設備工事） 

1246010019 （仮称）旧矢沢小学校跡地コミュニティハウス整備工事（電気設備工事） 

1247010011 泉区和泉町地内舗装補修工事 

1247010012 県道阿久和鎌倉泉区中田西一丁目地内舗装補修工事 

1247010013 泉土木管内道路整備工事（その２） 

1247010014 泉土木管内交通安全施設等設置工事 

1248010016 瀬谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その２） 

  (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月８日（金）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 

変更後：平成24年６月８日（金）午前９時00分から 

平成24年６月14日（木）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

変更前：平成24年６月13日  

変更後：平成24年６月15日  

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。 

３ 平成24年６月14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 

1224010006 万国橋通り歩道再整備工事（照明灯設置工事） 

1271010114 洋光台第一中学校屋内運動場改修・耐震補強その他工事（衛生空調設備工事） 

1271010115 深谷台小学校校庭散水設備工事 

1271010116 市ケ尾中学校校庭散水設備水源切替工事 

1271010117 南戸塚中学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

1271010118 中川西中学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

1271010119 中川西小学校ほか１校トイレ改修工事（衛生設備工事） 
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契約番号 件名 

1271010120 菊名小学校給食室改修工事（衛生空調設備工事） 

1271010121 富士見台小学校給食室改修その他工事（衛生設備工事） 

1271010122 山内小学校耐震補強その他工事（衛生設備工事） 

1271010123 星川小学校トイレ改修工事（衛生設備工事） 

1271010126 品濃小学校校庭整備工事 

1271010127 深谷台小学校校庭整備工事 

1271010128 新田小学校法面整備工事 

1271010135 中川西中学校トイレ改修工事（建築工事） 

1271010138 大正中学校耐震補強その他工事 

1271010139 戸塚中学校ほか１校トイレ改修工事（建築工事） 

1271010140 浦島丘中学校トイレ改修工事（建築工事） 

1271010141 南戸塚中学校トイレ改修工事（建築工事） 

1271010142 星川小学校トイレ改修工事（建築工事） 

1271010143 洋光台第一中学校屋内運動場改修・耐震補強その他工事（電気設備工事） 

1271010144 丸山台小学校昇降機室増築その他工事（電気設備工事） 

1271010145 南戸塚中学校トイレ改修工事（電気設備工事） 

1271010146 戸塚中学校ほか１校トイレ改修工事（電気設備工事） 

1271010147 朝比奈小学校耐震補強その他工事（電気設備工事） 

1271010148 中川西小学校ほか１校トイレ改修工事（電気設備工事） 

1271010149 中川西中学校トイレ改修工事（電気設備工事） 

1271010150 高田中学校ほか１校トイレ改修その他工事（電気設備工事） 

1271010151 丸山台小学校昇降機室増築その他工事（建築工事） 

1271010152 菊名小学校給食室改修工事（電気設備工事） 

1271010154 丸山台小学校昇降機室増築その他工事（昇降機設備工事） 

1271010157 高田小学校耐震補強その他工事（電気設備工事） 

  (2) 入札期間 

変更前：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

平成24年６月13日（水）午後５時00分まで 

変更後：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

平成24年６月15日（金）午後５時00分まで 

  (3) 開札予定日時 

変更前：平成24年６月14日  

変更後：平成24年６月18日  

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。 
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水道局調達公告第100号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成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８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 1252010178 

  件  名 工業用水道 生麦二丁目口径６００ｍｍから１０００ｍｍ配水管移設工事  

２ 入札期間 

    変更前：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

            平成24年６月13日（水）午後５時00分まで 

    変更後：平成24年６月11日（月）午前９時00分から 

            平成24年６月15日（金）午後５時00分まで 

３ 開札予定日時 

    変更前：平成24年６月14日 

    変更後：平成24年６月18日 

    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。 

水 道 局 
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水道局調達公告第101号 

  一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 

平成24年５月29日発行第51号横浜市報調達公告版における水道局調達公告第84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８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 

1252010190 西部工事課管内試掘工事 

1252010192 青葉台一丁目口径１００ｍｍ配水管布設替工事 

1252010193 和泉町口径１００ｍｍから１５０ｍｍ配水管布設替工事 

1252010198 南部第一給水維持課及び南部第二給水維持課管内集中検針装置撤去工事 

２ 入札期間 

変更前：平成24年６月８日（金）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 

変更後：平成24年６月８日（金）午前９時00分から 

平成24年６月14日（木）午後５時00分まで 

３ 開札予定日時 

変更前：平成24年６月13日 

変更後：平成24年６月15日 

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。 

 


