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調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第５号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「道路局事業調整課管理用地管理工事」ほか28件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成25年１月15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(12)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100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105分の100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。 
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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。 

(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。 
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なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払い、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認

定を受けた場合は、追加して契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場

合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払い、

公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定する認定を受けた場合は、追加して契約で定める各

会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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。 

(10) (9)の適格性の審査にあたり、工事請負契約約款第11条第２項で定める現場代理人については、工事

現場に常駐するものとする。この要件を満たさない者は、競争入札取扱要綱第25条第1項第８号に該当

し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

ただし、横浜市が特に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める。この場合の現

場代理人の兼任を認める要件は、次のアからウまでの要件をすべて満たすものとする。 

ア 同一工事監督課の工事であること。 

イ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満であり、工事件名又は施工場

所に「管内」と記載がある等、施工場所が特定されていないもの（以下「管内もの」という。）同

士の組み合わせであること。 

(ｲ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の、施工場所が特定されてい

る工事（以下「一本もの」という。）同士の組み合わせであること。 

(ｳ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満の管内もの及び予定価格（消

費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の一本ものの組み合わせであること。 

ウ 兼任できる工事は２件までとする。 

なお、工事現場への出動体制について定めがある工事、緊急性のある工事（応急修理工事等)及び設

計変更により2,500万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上となった工事は兼任できないも

のとする。 

(11) (9)の適格性の審査にあたり、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
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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。 

(12) 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。 

(13) 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 １２１２０１０１５９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
道路局事業調整課管理用地管理工事

施工場所 
金沢区及び栄区管内一円

工事概要 

木柵（Ｈ＝１．４ｍ）設置工Ｌ＝３００ｍ、金網フェンス（Ｈ＝１．８ｍ）設置工Ｌ＝７０ｍ
ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２１日まで

予定価格 ２，１１０，０００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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 道路局事業調整課 電話 ０４５－６７１－２７５９ 

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 １２１２０１０１５９

工事件名 
道路局事業調整課管理用地管理工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２１２０１０１６１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
井土ヶ谷橋架替工事（交通安全施設工）（その２）

施工場所 
南区花之木町３丁目４８番１地先

工事概要 

交通安全施設設置工一式

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ２２，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】

登録細目 【電気：信号設備工事】

所在地区分 市内又は準市内 

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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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  該当する

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 道路局橋梁課 電話 ０４５－６７１－２７９６ 

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 １２１２０１０１６１

工事件名 
井土ヶ谷橋架替工事（交通安全施設工）（その２）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２１４０１０１１１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
出田町ふ頭バナナ１号上屋気密扉改修工事

施工場所 
神奈川区出田町ふ頭構内

工事概要 

気密扉改修工３か所

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２５日まで

予定価格 ８，９７０，０００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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－１５２０ 

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 １２１４０１０１１１

工事件名 
出田町ふ頭バナナ１号上屋気密扉改修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２１４０１０１１２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜港維持管理ビル空調設備改修工事（その２）

施工場所 
中区本牧ふ頭３番地

工事概要 

空調設備改修工一式

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ３，７３７，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、磯子区内、金沢区内、戸塚 
  区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－１５２１ 

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２号 平成25年１月15日発行 

13 

 

契約番号 １２１４０１０１１２

工事件名 
横浜港維持管理ビル空調設備改修工事（その２）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２１４０１０１１３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大さん橋国際客船ターミナル地下排水用水中ポンプ等増設工事

施工場所 
中区海岸通１丁目１番地４

工事概要 

水中ポンプ設置工一式、配管保温材更新工一式

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ６，４２８，０００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 

次の（１）から（４）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにある 
  こと。 
（２）平成２４年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 
（３）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（４）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午前 ９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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－１５２１ 

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２号 平成25年１月15日発行 

15 

 

契約番号 １２１４０１０１１３

工事件名 
大さん橋国際客船ターミナル地下排水用水中ポンプ等増設工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２１４０１０１１４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大さん橋ふ頭自走式渡船橋４・５号機修理工事

施工場所 
中区海岸通１丁目１番地４

工事概要 

油圧機器交換工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ２，８４０，０００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 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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午前 ９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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－１５２１ 

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 １２１４０１０１１４

工事件名 
大さん橋ふ頭自走式渡船橋４・５号機修理工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２１４０１０１１５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
大黒ふ頭Ｔ－３号上屋女性用トイレ設置工事

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭構内

工事概要 

休憩室の一部女子トイレへの改修工（延床面積２２．６ｍ２）、休憩室改修工（延床面積
７１．９ｍ２） ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 １１，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ又はＣ】

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 要求

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 港湾局維持保全課 電話 ０４５－６２２－１５２０ 

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 １２１４０１０１１５

工事件名 
大黒ふ頭Ｔ－３号上屋女性用トイレ設置工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
（４）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６４４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
（仮称）川和市民の森整備工事（その１）

施工場所 
都筑区川和町１８５０番ほか

工事概要 

施設整備工、自然育成工、基盤整備工

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２７日まで

予定価格 １２，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午前 ９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  該当する

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６５１ 

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 １２２１０１０６４４

工事件名 
（仮称）川和市民の森整備工事（その１）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６４５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
反町公園ほか１公園施設改良工事

施工場所 
神奈川区反町１丁目１２番地ほか１か所

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、施設改良工、設備工 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２５日まで

予定価格 ７，５５０，０００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 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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内又は港北区内のいずれか 
  にあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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  該当する

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６ 

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 １２２１０１０６４５

工事件名 
反町公園ほか１公園施設改良工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６４７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西部処理区中屋敷地区下水道整備工事（その１６）

施工場所 
瀬谷区中屋敷一丁目３７番地先 ほか１か所

工事概要 

既設ボックスカルバート充填工Ｌ＝４５．１ｍ、既設人孔撤去工２か所、試掘調査工５か
所 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ７，８００，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午前 １０時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３ 

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 １２２１０１０６４７

工事件名 
西部処理区中屋敷地区下水道整備工事（その１６）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６４８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢処理区地域防災拠点（西柴小）流末枝線管きょ耐震化工事

施工場所 
金沢区西柴四丁目２３番１号地先から金沢町１８９番地先まで

工事概要 

管きょ更生工（自立管、Φ２００ｍｍ、Ｌ＝５２６ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２００ｍｍ、
Ｌ＝１２１．９ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２５年 ８月３０日まで

予定価格 ４１，８１０，０００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 管更生 

格付等級 -

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】

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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）財団法人下水道新技術推進機構の技術審査証明を得た下水道管きょ更生工法（反転 
  工法又は形成工法に限る。）に関する団体に属していること、又は当該工法について 
  実施権の許諾を受けていること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置
する場合は、（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、監理技術者資格者証の写し及び監 
理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（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） （５）下水 
道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の許諾を 
受けていることが確認できる書類（会員証明証又は実施権に関する契約書の写し等） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午前 １０時３０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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局管路整備課 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 １２２１０１０６４８

工事件名 
金沢処理区地域防災拠点（西柴小）流末枝線管きょ耐震化工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６５１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川水再生センター 初沈殿池脱臭ダクト等設備塗装工事

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地

工事概要 

脱臭ダクト等塗装工一式

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで

予定価格 １１，２５０，０００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 塗装 

格付等級 -

登録細目 【塗装：塗装工事】

所在地区分 市内 

技術者 

塗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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内又は港北区内のいずれかにあること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 要求

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局神奈川水再生センター 電話 ０４５－４５３－２６４１ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号 １２２１０１０６５１

工事件名 
神奈川水再生センター 初沈殿池脱臭ダクト等設備塗装工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６６１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市ヶ尾第四公園ほか４８公園時計整備工事

施工場所 
青葉区市ヶ尾町１１５９番地１ほか４８か所

工事概要 

時計設置工一式、基礎工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 １５，９９０，０００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：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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度横浜市一般競争有資格者名簿における企業規模において「中小 
  企業」として登録が認められている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 要求

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 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 １２２１０１０６６１

工事件名 
市ヶ尾第四公園ほか４８公園時計整備工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６６３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
根岸森林公園ほか５公園園内灯保繕工事

施工場所 
中区根岸台ほか５か所

工事概要 

照明灯設置工２０基、分電盤設置工１基、時計設置工１基、撤去工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 １２，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度横浜市一般競争有資格者名簿における企業規模において「中小 
  企業」として登録が認められている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 要求

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 

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２号 平成25年１月15日発行 

33 

 

契約番号 １２２１０１０６６３

工事件名 
根岸森林公園ほか５公園園内灯保繕工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２１０１０６６４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市庁舎緑化再整備工事

施工場所 
中区港町１丁目１番

工事概要 

施設整備工、植栽工、設備工、基盤整備工

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ６，２８０，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内又は港北区内のいずれか 
  にあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 要求

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－３９４５ 

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 １２２１０１０６６４

工事件名 
横浜市庁舎緑化再整備工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２２０１００９２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭工場消防設備補修工事

施工場所 
旭区白根二丁目８番１号

工事概要 

二酸化炭素貯蔵容器交換工 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ４，４６０，０００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 消防施設 

格付等級 -

登録細目 【消防施設：消火設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

消防施設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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 資源循環局旭工場 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 １２２２０１００９２

工事件名 
旭工場消防設備補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
（４）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２２０１００９３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
車両課耐震補強等工事

施工場所 
神奈川区新浦島町２丁目４番地

工事概要 

耐震壁増設工一式、床補修工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２２日まで

予定価格 １，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、保土ケ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、 
  都筑区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５１６ 

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 １２２２０１００９３

工事件名 
車両課耐震補強等工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２２０１００９５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷工場補助ボイラー定期検査等整備工事

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地

工事概要 

補助ボイラー整備工１基、貫流ボイラー補修工４基、付属設備弁補修工３個、ポンプ補修
工５台、軟水装置補修工１基、水位制御弁補修工２台、温水高架タンク補修工１基、性能 
検査工１基 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２８日まで

予定価格 ７，７５６，０００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：ボイラー工事】

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業又は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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２４日（木）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２８日（月）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 資源循環局旭工場 電話 ０４５－７４２－３７１１ 

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 １２２２０１００９５

工事件名 
保土ケ谷工場補助ボイラー定期検査等整備工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２２０１００９６

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑工場空気圧縮機補修工事

施工場所 
都筑区平台２７番１号

工事概要 

計装用空気圧縮機補修工一式、逆洗用空気圧縮機補修工一式、空気槽補修工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ４，１０７，０００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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 資源循環局都筑工場 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 １２２２０１００９６

工事件名 
都筑工場空気圧縮機補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２２０１００９７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神明台処分地７次排水処理施設補修工事

施工場所 
泉区池の谷３８６２番地

工事概要 

接触ばっ気槽配管改修工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ４，５１９，０００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：プラント配管工事】

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４０ 

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 １２２２０１００９７

工事件名 
神明台処分地７次排水処理施設補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２２０１００９９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚事務所空調衛生設備更新工事

施工場所 
戸塚区川上町４１５番地８

工事概要 

空調設備更新工一式、衛生設備更新工一式
  
         

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ５，７９８，０００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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）午前 ９時１５分

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 資源循環局施設課 電話 ０４５－６７１－２５４３ 

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２号 平成25年１月15日発行 

47 

 

契約番号 １２２２０１００９９

工事件名 
戸塚事務所空調衛生設備更新工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２２８０１００１５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神之木地域ケアプラザ給水管修繕工事

施工場所 
神奈川区神之木町７番１号

工事概要 

ピット内給水配管更新工

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ４，８５５，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにある 
  こと。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 建築局機械設備課 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 １２２８０１００１５

工事件名 
神之木地域ケアプラザ給水管修繕工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２３４０１００５４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中区本牧三之谷地内舗装補修工事

施工場所 
中区本牧三之谷４番９号地先から本牧元町５番１２号地先まで

工事概要 

舗装の敷均し転圧工１，３４０ｍ２ ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで

予定価格 ６，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、中区内又は南区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）午前 ９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  該当する

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 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 １２３４０１００５４

工事件名 
中区本牧三之谷地内舗装補修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２３８０１００７３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区中白根一丁目地内街路樹補植整備工事

施工場所 
旭区中白根一丁目９番１９号地先から３２番１１号地先まで

工事概要 

抜根工８４本、植栽基盤整備工８３桝、高木植栽工５８本、低木植栽工１３５株、歩道舗
装工 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで

予定価格 ９，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）午前 ９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  該当する

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 

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 １２３８０１００７３

工事件名 
旭区中白根一丁目地内街路樹補植整備工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２３８０１００７４

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内公園施設修繕工事（その６）

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

施設修繕工、設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ３，０２０，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
 「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）午前 ９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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０６ 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６

 
契約番号 １２３８０１００７４
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工事件名 
旭土木管内公園施設修繕工事（その６）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
（４）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１２号の規定に基づ  
  き、開札日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けて 
  いるときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了し 
  ている場合はこの限りでない。）。 
 ア 旭土木管内公園施設修繕工事（その２） 
 イ 旭土木管内公園施設修繕工事（その３） 
 ウ 旭土木管内公園施設修繕工事（その４） 
 エ 旭土木管内公園施設修繕工事（その５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２３９０１００５３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その７） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝４５ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝１５ｍ、地先境界ブロック工Ｌ＝４５ｍ ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月３１日まで

予定価格 ５，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 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 １２３９０１００５３

工事件名 
磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
（４）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１２号の規定に基づ  
  き、開札日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けて 
  いるときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了し 
  ている場合はこの限りでない。）。 
   ア 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その１） 
   イ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その２） 
   ウ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その３） 
   エ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４） 
   オ 磯子土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２４００１００６７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
京急富岡駅第二自転車駐車場照明灯建替工事

施工場所 
金沢区富岡東六丁目３１番

工事概要 

照明灯建柱工６基、基礎工、撤去工 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで

予定価格 ３，６３０，０００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：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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度横浜市一般競争有資格者名簿における企業規模において「中小 
  企業」として登録が認められている者であること。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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）  

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 

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２号 平成25年１月15日発行 

59 

 

契約番号 １２４００１００６７

工事件名 
京急富岡駅第二自転車駐車場照明灯建替工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２４００１００６８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢区金沢町地内私道整備工事

施工場所 
金沢区金沢町７９番地先

工事概要 

アスファルト舗装工１５０ｍ２、Ｌ型側溝工Ｌ＝９１．４ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ４，７１０，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、港南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 

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 １２４００１００６８

工事件名 
金沢区金沢町地内私道整備工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２４５０１０１０１

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内公園施設修繕工事（その４）

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

設備修繕工、園路広場修繕工、遊戯施設修繕工、植栽修繕工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ３，４８０，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれ 
  かにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

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 １２４５０１０１０１

工事件名 
戸塚土木管内公園施設修繕工事（その４）

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１０） 
  を参照）。 
（３）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請 高請負 
  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請 高請負実績額が本件工事費の８割 
  に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（１１）を参照）。 
（４）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１２号の規定に基づ  
  き、開札日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けて 
  いるときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了し 
  ている場合はこの限りでない。）。 
 ア 戸塚土木管内公園施設修繕工事（その２） 
 イ 戸塚土木管内公園施設修繕工事（その３） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第６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25年１月15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 

高性能複写機 １台の借入 

  (2) 物品の特質等  

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成25年度分） 

平成25年５月１日から平成26年３月31日まで 

イ 総借入期間 

平成25年５月１日から平成30年４月30日まで 

（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 借入場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市庁舎（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、(3)アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成25年１月24日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る賃貸借契約について１年を超える履行実績を有する者で

あること。 

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

      平成25年１月24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） 

      横内 電話 045 (671) 2248（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項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成25年２月18日まで（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）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 

横浜市総務局総務部法制課 

電話 045(671)2091（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25年２月22日から平成25年２月26日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、 終日は午後５時まで） 

イ 投函による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成25年２月27日午後３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25年２月26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25年２月27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 

   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 

ア この契約は、平成25年度横浜市各会計予算が平成25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。 

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又

は削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:Lease of a Production Printer  

(2) Deadline for the tender: 3:00 p.m.,27 February,2013 

(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７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25年１月15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 税務システム用パソコン 一式の借入 

イ 税務システム用ソフトウェア 一式の借入 

ウ 税務システム用サーバ 一式の借入 

エ 税務システム用プリンタ 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。 
 ア 借入期間（平成25年度分） 

   平成25年７月１日から平成26年３月31日まで 

   イ 総借入期間 

 平成25年７月１日から平成30年６月30日まで 

   （地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約） 

 (4) 借入場所 

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 総務局情報システム課ほか20か所（詳細は、入札説明書による。） 

イ 総務局情報システム課ほか20か所（詳細は、入札説明書による。） 

ウ 総務局情報システム課ほか１か所（詳細は、入札説明書による。） 

エ 総務局情報システム課ほか20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号アに掲げる期間にお

ける賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成25年１月24日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る賃貸借契約について１年を超える履行実績を有する者で

あること。 

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

      平成25年１月24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） 

      横内 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25年２月18日まで（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）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 

横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課 

電話 045(671)2113（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25年２月22日から平成25年２月26日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、 終日は午後５時まで） 

イ 投函による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成25年２月27日午後３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25年２月26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25年２月27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
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者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

ア この契約は、平成25年度横浜市各会計予算が平成25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。 

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又

は削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

①Lease of a set of personal computers for client terminal of the tax system 

②Lease of a set of software for client terminal of the tax system 

③Lease of a set of servers for the tax system 

④Lease of a set of laser beam printers for the tax system 

 (2) Deadline for the tender: 3:00 p.m.,27 February,2013 

(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８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25年１月15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 

横浜商業高等学校教育用コンピュータ機器 一式の借入 

  (2) 物品の特質等  

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成25年度分） 

平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 

イ 総借入期間 

平成25年４月１日から平成30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) 借入場所 

南区南太田二丁目30番１号 

横浜市立横浜商業高等学校 

 (5) 入札方法 

この入札は、(3)アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

  (2) 平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。  

  (3) 平成25年１月24日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

 (4) 当該借入物品又はこれと同等の物品に係る賃貸借契約について１年を超える履行実績を有する者で

あること。 

(5) 当該借入物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

      平成25年１月24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） 

      横内 電話 045 (671) 2248（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項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成25年２月18日まで（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法

律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）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東部学校教育事務所学事支援課（関内駅前第一ビル５階 ） 

電話 045(671)3269（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25年２月22日から平成25年２月26日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、 終日は午後５時まで） 

イ 投函による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成25年２月27日午後３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25年２月26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25年２月27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 

   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 

ア この契約は、平成25年度横浜市各会計予算が平成25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。 

イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又

は削除された場合は、横浜市は、本件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:Lease of 1 set of Comruter system in Yokohama Commercial 

High School 

(2) Deadline for the tender: 3:00 p.m.,27 February,2013 

(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９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25年１月15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 本市施設一般廃棄物処理業務委託（Ａブロック） 一式 

  イ 本市施設一般廃棄物処理業務委託（Ｂブロック） 一式 

  ウ 本市施設一般廃棄物処理業務委託（Ｃブロック） 一式 

  エ 本市施設一般廃棄物処理業務委託（Ｄブロック） 一式 

  オ 本市施設一般廃棄物処理業務委託（Ｅブロック） 一式 

  カ 本市施設一般廃棄物処理業務委託（Ｆブロック） 一式 

  キ 本市施設一般廃棄物処理業務委託（Ｇブロック） 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

     第１号アからキまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

   ア 横浜市資源循環局家庭系対策部鶴見事務所ほか 

   イ 横浜市資源循環局家庭系対策部中事務所ほか 

   ウ 横浜市資源循環局家庭系対策部保土ケ谷事務所ほか 

   エ 横浜市資源循環局家庭系対策部磯子事務所ほか 

   オ 横浜市資源循環局家庭系対策部港北事務所ほか 

   カ 横浜市資源循環局家庭系対策部緑事務所ほか 

   キ 横浜市資源循環局家庭系対策部戸塚事務所ほか 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号アからキまでに掲げる業務ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(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25・26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「廃棄物処理」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成25年１月24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、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による一般

廃棄物収集運搬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 
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平成25年１月24日午後５時 

 (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） 

針替 電話 045(671)2227（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25年２月７日まで（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）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 

横浜市資源循環局事業系対策部一般廃棄物対策課（松村ビル８階） 

電話 045 (671) 2507（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25年２月22日から平成25年２月26日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、 終日は午後５時まで。） 

イ 投函による入札書の提出 

 (ｱ) 入札日時 

第１項第１号アからキまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

  ア 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 

  イ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 10 分 

   ウ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 20 分 

   エ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 30 分  

   オ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 40 分 

   カ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 50 分 

    キ 平成 25 年２月 27 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25年２月26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号アからキまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

   ア 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 

 イ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 10 分 

 ウ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 20 分 
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 エ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 30 分  

 オ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 40 分 

 カ 平成 25 年２月 27 日午前 10 時 50 分 

 キ 平成 25 年２月 27 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。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。 

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25年度横浜市各会計予算が平成25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 Collection and transport of municipal solid waste for City facilities in A block of City 

of Yokohama, 1 set 

② Collection and transport of municipal solid waste for City facilities in B block of City 

of Yokohama, 1 set 

③ Collection and transport of municipal solid waste for City facilities in C block of City 

of Yokohama, 1 set 

④ Collection and transport of municipal solid waste for City facilities in D block of City 

of Yokohama, 1 set 

⑤ Collection and transport of municipal solid waste for City facilities in E block of City 

of Yokohama，1 set 

⑥ Collection and transport of municipal solid waste for City facilities in F block of City 

of Yokohama，1 set 

⑦ Collection and transport of municipal solid waste for City facilities in G block of City 

of Yokohama, 1 set  

(2) Deadline for the tender:   
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 ① 10:00 a.m., 27 February, 2013 

② 10:10 a.m., 27 February, 2013 

③ 10:20 a.m., 27 February, 2013 

④ 10:30 a.m., 27 February, 2013 

⑤ 10:40 a.m., 27 February, 2013 

⑥ 10:50 a.m., 27 February, 2013 

⑦ 11:00 a.m., 27 February, 2013 

(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)2227 
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横浜市調達公告第10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25年１月15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 本市施設産業廃棄物収集運搬業務委託（Ａブロック） 一式 

  イ 本市施設産業廃棄物収集運搬業務委託（Ｂブロック） 一式 

  ウ 本市施設産業廃棄物収集運搬業務委託（Ｃブロック） 一式 

  エ 本市施設産業廃棄物収集運搬業務委託（Ｄブロック） 一式 

  オ 本市施設産業廃棄物収集運搬業務委託（Ｅブロック） 一式 

  カ 本市施設産業廃棄物収集運搬業務委託（Ｆブロック） 一式 

キ 本市施設産業廃棄物収集運搬業務委託（Ｇブロック） 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

平成25年４月１日から平成26年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

     第１号アからキまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

   ア 横浜市資源循環局家庭系対策部鶴見事務所ほか 

   イ 横浜市資源循環局家庭系対策部中事務所ほか 

   ウ 横浜市資源循環局家庭系対策部保土ケ谷事務所ほか 

   エ 横浜市資源循環局家庭系対策部磯子事務所ほか 

   オ 横浜市資源循環局家庭系対策部港北事務所ほか 

   カ 横浜市資源循環局家庭系対策部緑事務所ほか 

   キ 横浜市資源循環局家庭系対策部戸塚事務所ほか 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号アからキまでに掲げる業務ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

(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25・26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「廃棄物処理」に

登録が認められている者であること。 

(3) 平成25年１月24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、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による産業

廃棄物収集運搬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 
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平成25年１月24日午後５時 

 (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） 

針替 電話 045(671)2227（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25年２月７日まで（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年

法律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）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 

横浜市資源循環局事業系対策部一般廃棄物対策課（松村ビル８階） 

電話 045 (671) 2507（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25年２月22日から平成25年２月26日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、 終日は午後５時まで。） 

イ 投函による入札書の提出 

  (ｱ) 入札日時 

第１項第１号アからキまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 25 年２月 27 日午後１時 30 分 

イ 平成 25 年２月 27 日午後１時 40 分 

ウ 平成 25 年２月 27 日午後１時 50 分 

エ 平成 25 年２月 27 日午後２時 

オ 平成 25 年２月 27 日午後２時 10 分 

カ 平成 25 年２月 27 日午後２時 20 分 

キ 平成 25 年２月 27 日午後２時 30 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25年２月26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号アからキまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 25 年２月 27 日午後１時 30 分 

イ 平成 25 年２月 27 日午後１時 40 分 

 ウ 平成 25 年２月 27 日午後１時 50 分 
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 エ 平成 25 年２月 27 日午後２時 

 オ 平成 25 年２月 27 日午後２時 10 分 

 カ 平成 25 年２月 27 日午後２時 20 分 

     キ 平成 25 年２月 27 日午後２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) 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 

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。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。 

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25年度横浜市各会計予算が平成25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:  

①Collection and transport of industrial waste for City facilities in A block of City of 

Yokohama, 1 set 

②Collection and transport of industrial waste for City facilities in B block of City of 

Yokohama, 1 set 

③Collection and transport of industrial waste for City facilities in C block of City of 

Yokohama, 1 set 

④Collection and transport of industrial waste for City facilities in D block of City of 

Yokohama, 1 set 

⑤Collection and transport of industrial waste for City facilities in E block of City of 

Yokohama，1 set 

⑥Collection and transport of industrial waste for City facilities in F block of City of 

Yokohama，1 set 

⑦Collection and transport of industrial waste for City facilities in G block of City of 

Yokohama (including 1 facility in Fujisawa City), 1 set 

(2) Deadline for the tender:   
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 ① １:30 p.m., 27 February, 2013 

② １:40 p.m., 27 February, 2013 

③ １:50 p.m., 27 February, 2013 

④ ２:00 p.m., 27 February, 2013 

⑤ ２:10 p.m., 27 February, 2013 

⑥ ２:20 p.m., 27 February, 2013 

⑦ ２:30 p.m., 27 February, 2013 

(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)2227 
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横浜市調達公告第11号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「市民税及び県民税 横浜市特別徴収のしおり 124,700冊の印刷」ほか32件の契約につい

て、一般競争入札を行う。 

平成25年１月15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、別途指定がある場合を除き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（入札期間の延長を含む。）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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契約番号 １２０３０２０１０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市民税及び県民税 横浜市特別徴収のしおり １２４，７００冊の印刷 

納入／履行場所 
財政局税務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②上記の営業種目に第１位に登録があること。 

③当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

④当該物品また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。 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２０３０２０１０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽自動車税納税通知書送付用封筒（区内特別・水のり） ４３０，２００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
鶴見区税務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②上記の営業種目に第２位までに登録があること。 

③当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

④当該物品また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。 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 財政局税制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０５０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（形鋼） ５１トンの売払 

納入／履行場所 
中区新山下一丁目１７番地先 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

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 道路局橋梁課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１２０５０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）自家用小型乗用車 １台の売払 

納入／履行場所 
中区港町２丁目９ 

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。 

③古物営業の許可を受けている者。 

④使用済自動車の再資源化等に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者 

。 

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 

③引取業登録があることがわかる書類等の写し 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 道路局交通安全・放置自転車課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２１４０５０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（覆工板ほか） ８０．５トンの売払 

納入／履行場所 
金沢区幸浦一丁目７番地 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 港湾局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２１０２０４９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
触媒式ハニカム脱臭フィルター（荏原実業） ３７５枚ほか 同等品可 

納入／履行場所 
環境創造局川向ポンプ場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械器具・工具類 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

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 １２２２０２０６９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
軽四輪トラック（リフトダンプ付） ４台 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

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．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 

３．当該物品に対する修理体制を確保できる者であること。 

提出書類 

１．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） 

２．修理体制証明書 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２２０５０２２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）７５トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）８５トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦２丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１４２トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山１丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）７９トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）１０６トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）１１５トン（概算）の売払（平成２５年３月分）

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦２丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１５０トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山１丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）１０１トン（概算）の売払（平成２５年３月分）

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター（戸塚区上矢部町１９２１番地１２） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス１０トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
民間選別等業者（金沢区福浦２－１７－１３）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時４０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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス４４トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
民間選別等業者（金沢区福浦２－１７－１３）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：缶（アルミ、スチール）】 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時４０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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（北部方面）２４４トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時４０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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（南部方面）１８９トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦２丁目７番１号）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）４０５トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
神明台ストックヤード（泉区池の谷３９４９番地 横浜市資源循環局神明台処分地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２２０５０２３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１４３トン（概算）の売払（平成２５年３月分） 

納入／履行場所 
栄ストックヤード（栄区上郷町１５７０番地１ 横浜市資源循環局栄工場跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ３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：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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １２２７０２００８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン（富士通） ２０台 同等品可 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課 

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 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．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０２０４０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール天板デスク（両面用）（オカムラ） ２台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
中区生活支援センター（中区新山下三丁目１番２９号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ２月２５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 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 健康福祉局障害支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２２８０３０１０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部斎場脱臭装置保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市南部斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

③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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

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 １２４００３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
能見堂緑地維持業務委託（３） 

納入／履行場所 
金沢区能見台森能見堂緑地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 

①平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

 

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 １２４２０５０００３ 

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、ガードレールほか） ４５トンの売払 

納入／履行場所 
緑区緑土木事務所ほか 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 緑区緑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２４３０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車） １台の売払 

納入／履行場所 
青葉区役所地下駐車場 

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。 

③古物営業の許可を受けている者。 

④使用済自動車の再資源化等に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者 

。 

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 

③引取業登録があることがわかる書類等の写し 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

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 青葉区保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２７１０２０３１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食器消毒保管庫（Ｗ－６０、両面扉、リフトなし、庫内リレー運転方式） １台  

納入／履行場所 
横浜市立若葉台小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２７１０２０３１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「大人になるあなたへ」（小学校４～６年生版） １０３，０００部の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局指導企画課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．上記の営業種目に第１位に登録があること。 

２．４色機以上の印刷機を保有していること。 

３．当該物品また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。 

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 

内容の見本は開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

 

（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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 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 １２７１０２０３２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
パーソナルコンピューター（ノート型） ２０６台ほか 

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２５年 ３月２９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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 教育委員会事務局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２７１０２０３２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
サーバ機 １台ほか 

納入／履行場所 
横浜市立美しが丘西小学校（青葉区美しが丘西二丁目４８番地の１） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 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．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 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 １２７１０２０３２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ａｃｒｏｂａｔ １０ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ アカデミックライセンス（アドビシステ

ムズ） １４８ライセンス 製品指定 

納入／履行場所 
教育委員会事務局指導企画課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から１４日間 

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．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 １２７３０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
クリアファイル（Ａ４タテ型） １６，０００枚ほか 同等品可 

納入／履行場所 
人事委員会事務局任用課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ２月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 文具・事務機械 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 

同等品による入札については、入札期間の初日の３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時までにメーカー・型番等が記 

載されているカタログ等の資料を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.y 

okohama.jp」）により契約第二課へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直 

接行う（随時）。 

発注担当課 人事委員会事務局任用課 

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12号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「北部第一水再生センター等全窒素・全りん・汚濁物質測定装置保守点検業務委託」ほか41

件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成25年１月15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25・26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、別途指定がある場合を除き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、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

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。 
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(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（入札期間の延長を含む。）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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契約番号 １３２１０３０００５ 

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全窒素・全りん・汚濁物質測定装置保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②上記の種目に第３位までに登録があること。 

③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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

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 



横浜市報調達公告版 

第２号 平成25年１月15日発行 

121 

 

契約番号 １３２１０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部水再生センター等全窒素・全りん・汚濁物質測定装置保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局西部水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②上記の種目に第３位までに登録があること。 

③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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

発注担当課 環境創造局西部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市風力発電所風車設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市神奈川区鈴繁町８番地１号 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①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（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

発注担当課 環境創造局環境エネルギー課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００３８ 

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庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３２１０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 環境創造局神奈川水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 環境創造局中部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００４２ 

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等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局港北水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３２１０３００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑水再生センター庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局都筑水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 環境創造局都筑水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部水再生センター庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局西部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 環境創造局西部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３２１０３００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局金沢水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３２１０３００６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園電気設備常駐管理委託 

納入／履行場所 
三ツ沢公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３２２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場ほかクレーンワイヤー交換委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②上記の種目に第３位までに登録があること。 

③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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

発注担当課 資源循環局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２５０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
研修センター総合管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市研修センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２８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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

４ 神奈川県公安委員会から警備業法第４条の認定を受けていること、又は神奈川県公安 

委員会に同法第９条の届出書を提出していること。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

２ 警備業認定証の写し又は営業所設置等届出書の写し 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

３ 平成 25 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

４ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 総務局人材開発課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２７０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
なしの木学園庁舎管理その他委託 

納入／履行場所 
横浜市なしの木学園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、延床面積２，０００平方メートル以上の建築物に関する 

運転・監視及び日常点検・保守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（平成２５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） 

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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 こども青少年局なしの木学園 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２７０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部児童相談所一時保護所清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市南部児童相談所一時保護所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 こども青少年局南部児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２７０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部児童相談所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市南部児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 こども青少年局南部児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
恵風ホーム設備管理業務及び庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
健康福祉局恵風ホーム 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２８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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、延床面積４，０００平方メートル以上の建築物に関する 

運転・監視及び日常点検・保守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（平成２５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） 

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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

３ 平成 25 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

４ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 健康福祉局恵風ホーム 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速液体クロマトグラフ分析計の保守点検 

納入／履行場所 
健康福祉局本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

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（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
健康福祉局衛生研究所γ線核種分析装置保守点検委託 

納入／履行場所 
健康福祉局衛生研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

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（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

②当該業務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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

発注担当課 健康福祉局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
松風学園庁舎設備管理委託 

納入／履行場所 
健康福祉局松風学園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、延床面積６，０００平方メートル以上の建築物に関する 

運転・監視及び日常点検・保守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（平成２５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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 健康福祉局松風学園 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３４０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区役所庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
中区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５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 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

３ 平成 25 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

４ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 中区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３６０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区総合庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
港南区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２８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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

３ 平成 25 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

４ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 港南区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３７０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区総合庁舎設備管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 保土ケ谷区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３９０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区総合庁舎総合管理業務委託 

納入／履行場所 
磯子区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２８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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

３ 平成 25 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

４ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 磯子区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４３０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
青葉区総合庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 青葉区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４４０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区総合庁舎中央監視装置等点検保守業務委託 

納入／履行場所 
都筑区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①市内業者については上記のいずれかの種目に登録があること。準市内業者については上 

記のいずれかの種目に第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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

発注担当課 都筑区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４７０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区総合庁舎総合管理業務委託 

納入／履行場所 
泉区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２８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）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５年３月３１日までの履行 

予定のものを含む。）。 

４ 神奈川県公安委員会から警備業法第４条の認定を受けていること、又は神奈川県公安 

委員会に同法第９条の届出書を提出していること。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

２ 警備業認定証の写し又は営業所設置等届出書の写し 

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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

３ 平成 25 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

４ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 泉区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
消防訓練センター庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

発注担当課 消防局管理・研究課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３７１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西が岡小学校ほか５校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立西が岡小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本郷特別支援学校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立本郷特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本牧中学校ほか５校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立本牧中学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
六角橋中学校ほか５校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立六角橋中学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＣの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立戸塚高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立南高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南台ひの特別支援学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立港南台ひの特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなと総合高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立みなと総合高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜商業高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立横浜商業高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上菅田特別支援学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立上菅田特別支援学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月３１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３１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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新鶴見小学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立新鶴見小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月３１日（木）午前 ９時００分から 

平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ２月 ４日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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 １３７１０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寛政中学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立寛政中学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 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）平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「 

中小企業」として登録が認められている者、かつ上記の種目においてＢの等級に格付けさ 

れている者。 

（２）平成２０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 

５年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２０年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

１項に規定する特定建築物に関する運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請とし 

て締結し、１年以上継続して履行した実績を有する者（平成２５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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９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 

１ 入札参加資格については、平成 25・26 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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。 

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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水道局調達公告第３号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「峰配水池トイレ改修工事」ほか６件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成25年１月15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(11) 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100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105分の100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。 

水 道 局 
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(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) 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

までの規定による。 
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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) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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。 

(9) (8)の適格性の審査にあたり、工事請負契約約款第11条第２項で定める現場代理人については、工事

現場に常駐するものとする。この要件を満たさない者は、競争入札取扱要綱第25条第1項第８号に該当

し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

ただし、横浜市が特に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める。この場合の現

場代理人の兼任を認める要件は、次のアからウまでの要件をすべて満たすものとする。 

ア 同一工事監督課の工事であること。 

イ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満であり、工事件名又は施工場

所に「管内」と記載がある等、施工場所が特定されていないもの（以下「管内もの」という。）同

士の組み合わせであること。 

(ｲ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の、施工場所が特定されてい

る工事（以下「一本もの」という。）同士の組み合わせであること。 

(ｳ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満の管内もの及び予定価格（消

費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の一本ものの組み合わせであること。 

ウ 兼任できる工事は２件までとする。 

なお、工事現場への出動体制について定めがある工事、緊急性のある工事（応急修理工事等）及び設

計変更により2,500万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上となった工事は兼任できないも

のとする。 

(10) (8)の適格性の審査にあたり、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
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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。 

(11) 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。 

(12) 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 １２５２０１０４３０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
峰配水池トイレ改修工事

施工場所 
磯子区洋光台六丁目１０番１８号

工事概要 

壁タイル改修工３０．４ｍ２、天井材改修工９．５ｍ２、トイレブース取替工一式、小便
器等取替工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又 
  は泉区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）午前 １０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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

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 １２５２０１０４３０

工事件名 
峰配水池トイレ改修工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２５２０１０４３２

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷沈でん池塩素補給施設ほか修繕工事

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地

工事概要 

天井化粧石膏ボード設置工４１ｍ２、開口部閉塞工１２か所 ほか 

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２８日まで

予定価格 １，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 -

低制限価格 開札後に公表（ 低制限価格制度適用）

入 
札 
参 
加 
資 
格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ又はＣ】

登録細目 【建築：建築工事】

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）午前 １０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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局西谷浄水場 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 １２５２０１０４３２

工事件名 
西谷沈でん池塩素補給施設ほか修繕工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
（４）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２５２０１０４３３

入札方法 電子入札による 

工事件名 
恩田配水池空調機改良工事

施工場所 
青葉区榎が丘２０番地１

工事概要 

空冷式床置き空調機設置工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ５，７６０，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、鶴見区内、神奈川区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内又は瀬 
  谷区内のいずれかにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 要求

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

注意事項 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局川井浄水場 電話 ０４５－９２１－１１７４ 

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 １２５２０１０４３３

工事件名 
恩田配水池空調機改良工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２５２０１０４３５

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西谷ポンプ場消防設備修繕工事

施工場所 
保土ケ谷区川島町５２２番地

工事概要 

消火ポンプ修繕工一式

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月１５日まで

予定価格 ２，６１０，０００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 消防施設 

格付等級 -

登録細目 【消防施設：消火設備工事】

所在地区分 市内 

技術者 

消防施設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 

現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期
間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局西谷浄水場 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 １２５２０１０４３５

工事件名 
西谷ポンプ場消防設備修繕工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２５２０１０４３７

入札方法 電子入札による 

工事件名 
川井配水ポンプ場ほか次亜設備液位計修繕工事

施工場所 
旭区上川井町２１７０番地ほか１か所

工事概要 

次亜貯留槽液位計交換工４台

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２７日まで

予定価格 ３，７４０，０００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又はＢ】

登録細目 【電気：電気設備工事】

所在地区分 市内、準市内又は市外

技術者 

電気工事業に係る主任技術者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 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成９年４月１日以降に完成した、計装設備工事の元請としての施工実績を有する 
  こと。 
（２）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） （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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局川井浄水場 電話 ０４５－９２１－１１７４ 

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 １２５２０１０４３７

工事件名 
川井配水ポンプ場ほか次亜設備液位計修繕工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 



横浜市報調達公告版 

第２号 平成25年１月15日発行 

176 

 

契約番号 １２５２０１０４３８

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場構内外灯修繕工事

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

外灯設置工一式、配線・配管工一式 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ２，４１０，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれ 
  かにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

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 １２５２０１０４３８

工事件名 
小雀浄水場構内外灯修繕工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １２５２０１０４４０

入札方法 電子入札による 

工事件名 
小雀浄水場第２送水ポンプ所照明設備修繕工事

施工場所 
戸塚区小雀町２４７０番地

工事概要 

照明器具更新工一式、撤去工 ほか

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２９日まで

予定価格 ２，４５０，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれ 
  かにあること。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 水道局小雀浄水場 電話 ０４５－８５１－１７３１ 

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 １２５２０１０４４０

工事件名 
小雀浄水場第２送水ポンプ所照明設備修繕工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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水道局調達公告第４号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「パドル付き短管（Ｋ形）1800×1600ミリメートル ２個ほか」ほか４件の契約について、

一般競争入札を行う。 

平成25年１月15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、別途指定がある場合を除き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。 
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(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

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
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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（入札期間の延長を含む。）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 １２５２０２０５７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
パドル付き短管（Ｋ形）１８００×１６００ミリメートル ２個ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ７月 １日から平成２５年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８日（月）午後 １時０５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 

 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０２０５７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
フランジアダプター ２基 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ７月 １日から平成２５年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８日（月）午後 １時０５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 

 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０２０５７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
離脱防止押輪（Ｋ形） １３個 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ７月 １日から平成２５年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８日（月）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 

 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０２０５７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
手押しポンプ架台付（ＳＵＮ ＴＩＧＥＲ） １１式ほか 製品指定 

納入／履行場所 
水道局鶴見・神奈川地域サービスセンターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の営業種目に登録があること。準市内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．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８日（月）午後 １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 

 

発注担当課 水道局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５２０２０５７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鋼メカ短管 ３個ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ７月 １日から平成２５年１０月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８日（月）午後 １時３５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 

 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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水道局調達公告第５号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「水質課Ｇｅ半導体放射性物質測定装置（ＳＥＧ－ＥＭＳ）保守点検委託」の契約につい

て、一般競争入札を行う。 

平成25年１月15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25・26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、別途指定がある場合を除き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。 
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(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、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
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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（入札期間の延長を含む。）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 １３５２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水質課Ｇｅ半導体放射性物質測定装置（ＳＥＧ－ＥＭＳ）保守点検委託 

納入／履行場所 
水道局水質課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中小 

企業」として登録が認められている者であること。 

②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（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２９日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成２５・２６年度横浜市一般競争入札有資格者名簿におけ 

る登録内容によるものとする。 

②この契約は、平成２５年度横浜市各会計予算が平成２５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。 

発注担当課 水道局水質課 

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２号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり、「滝頭営業所ＣＮＧ施設撤去工事」について、一般競争入札を行う。 

平成25年１月15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(11) 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100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105分の100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。 

交 通 局 
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(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) 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。 
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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) 工期が複数年度に渡る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（入札期間の延長を含む。）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。 

(9) (8)の適格性の審査にあたり、工事請負契約約款第11条第２項で定める現場代理人については、工事

現場に常駐するものとする。この要件を満たさない者は、競争入札取扱要綱第25条第1項第８号に該当

し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

ただし、横浜市が特に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める。この場合の現

場代理人の兼任を認める要件は、次のアからウまでの要件をすべて満たすものとする。 

ア 同一工事監督課の工事であること。 

イ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満であり、工事件名又は施工場

所に「管内」と記載がある等、施工場所が特定されていないもの（以下「管内もの」という。）同

士の組み合わせであること。 

(ｲ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の、施工場所が特定されてい

る工事（以下「一本もの」という。）同士の組み合わせであること。 

(ｳ) 予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）2,500万円未満の管内もの及び予定価格（消

費税及び地方消費税相当額を含む。）1,000万円未満の一本ものの組み合わせであること。 

ウ 兼任できる工事は２件までとする。 

なお、工事現場への出動体制について定めがある工事、緊急性のある工事（応急修理工事等）及び設

計変更により2,500万円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）以上となった工事は兼任できないも

のとする。 

 (10) (8)の適格性の審査にあたり、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
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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。 

 (11) 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。 

(12) 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 １２５３０１００７９

入札方法 電子入札による 

工事件名 
滝頭営業所ＣＮＧ施設撤去工事

施工場所 
磯子区滝頭三丁目１番３３号

工事概要 

滝頭営業所ＣＮＧ施設撤去工一式

工期 契約締結の日から平成２５年 ３月２２日まで

予定価格 ４，１４９，０００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 

次の（１）から（３）の入札参加資格を満たす者であること。
（１）平成２３・２４年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地 
  が、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、磯子区内又は金沢区内のいずれかにある 
  こと。 
（２）平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において、 
  「中小企業」として登録が認められている者であること。 
（３）現場代理人は、開札日において、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該 
  雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）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 
置する技術者及び現場代理人の雇用（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） 

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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から
平成２５年 １月２９日（火）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月３０日（水）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 

※次頁のとおり 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１２ 

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 １２５３０１００７９

工事件名 
滝頭営業所ＣＮＧ施設撤去工事

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【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）横浜市が特に認める場合を除き、開札日において、工事現場に現場代理人を常駐さ 
  せることが確認できない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（９）を 
  参照）。 
（３）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（１０）を参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 
この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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交通局調達公告第３号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「あかいくつ専用バス停留所標識ポール 12基ほか」ほか１件の契約について、一般競争

入札を行う。 

平成25年１月15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、別途指定がある場合を除き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。 
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(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1 9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

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
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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（入札期間の延長を含む。）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 １２５３０２０３７９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
あかいくつ専用バス停留所標識ポール １２基ほか 

納入／履行場所 
交通局本牧営業所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５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 看板・プレート又は道路保安資材 

格付等級 【看板・プレート：－】又は【道路保安資材：－】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．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。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８日（月）午後 １時３５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 交通局本牧営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １２５３０２０３８２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ファクシミリ（Ｐａｎａｓｏｎｉｃ） ７台 製品指定 

納入／履行場所 
横浜市営地下鉄あざみ野駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．平成２３・２４年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における企業規模において「中 

小企業」として登録が認められている者であること。 

２．上記の営業種目に第３位までに登録があること。 

３．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２５年 １月２５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 １月２８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 １月２８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 交通局電気課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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病院経営局調達公告第１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 25 年１月 15 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 3,901,774 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 25 年４月１日から平成 26 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 25・26 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 25 年１月 24 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) 申請期限 

平成 25 年１月 24 日午後５時 

(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 

〒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

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.lg.jp/byoin/nyusatsu/nou-list.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 25 年２月７日まで（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年

法律第 178 条)に規定する休日及び 12 月 29 日から翌年の 1 月３日までを除く毎日午前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 投函による入札書の提出 

   (ｱ) 入札日時  

平成 25 年２月 26 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 25 年２月 25 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 25 年２月 26 日日午後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 25 年度横浜市各会計予算が平成 25 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  
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(1) Subject matter of the contract: 

Provision of approx．3,901,774kwh of electricity consumed by Yokohama Stroke and Brain 

Center  

(2) Date of tender: 3:00 p.m. ,26．February，2013  

(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 

 


