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第17号 

横浜市報調達公告版
       

        横浜市中区港町１丁目１番地 

  発 行 所 

        横  浜  市  役  所 

 

 

【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行 

  （南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その26・地盤改良工）） ········· ２ 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （南・港南・磯子・金沢区照明灯設備保守委託 ほか143件） ································· ６ 

 

【水道局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （高純度アルゴンガス 160本（概算）ほか ほか14件） ···································· 193 

 

【交通局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （ディーゼルエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） 20,000リットル（概算）  

      同等品可 ほか18件） ································································· 212 
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調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第67号 

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成25年２月19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) 工事名 

   南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その26・地盤改良工） 

 (2) 工事場所 

   中区南本牧４番の１地先公有水面 

 (3) 工事概要 

   深層混合処理杭前処理工（障害物撤去工） 

 (4) 工種 

   港湾 

 (5) 完成期限 

   平成25年７月19日 

 (6) 予定価格 

開札後に公表 

 (7) 調査基準価格 

開札後に公表 

(8) 一連の調達契約に関する事項 

  今後調達が予定されている工事件名及び調達公告予定時期 

南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その27・地盤改良工） 

平成25年２月 

２ 入札参加資格 

  入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格条件をすべて満たした特定建設共同企業体で、かつ、入

札参加資格の確認を受けなければならない。 

 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 

    ア 構成員数は、２者とする。 

イ  各構成員（中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第３条に規定する中小企業等協同組合

（以下「組合」という。）の場合はその組合員を含む。）は、本件工事に係る入札において、同時

に２以上の特定建設共同企業体の構成員（組合の場合はその組合員を含む。）になることができな

い。 

ウ 組合の組合員は、当該組合が構成員となっている特定建設共同企業体の他の構成員になることが

できない。 

エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が当該特定建設共同企業体の総出資額の10分の３以上 

であるとともに、代表者となる構成員の出資比率は、当該特定建設共同企業体の構成員中 大でなけ

ればならない。 

(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 

ア 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。 

イ  平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において「港湾」に登録を認めら

れている者であること。 

ウ  平成25年３月５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。 

エ  特定建設共同企業体の各構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たして

いる者であること。 

(ｱ) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条に定める土木工事業に係る特定建設業許可を有してい
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ること。 

(ｲ) 平成10年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海上

から作業船を用いて施工した先行掘削工を含む工事の元請としての施工実績を有すること。なお、

当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以

上のものに限る。 

(ｳ) 土木工事業に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有するものと国土

交通大臣が認定した者（以下「監理技術者等」という。）を施工現場に専任で配置できること。当

該監理技術者等は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的かつ恒常的な

雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従事していない者でなければ

ならない。 

ただし、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、他の工事に従事している者

であっても、開札日から３日以内に本件工事に配置することができる場合に限り、他の工事に従事

していない者として取り扱うものとする。 

３ 入札参加の手続 

    本件工事の入札に参加しようとする者（前項第２号イに定める登録のない者で、入札説明書に定める

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

 (1) 提出書類及び提出方法 

   入札説明書による。 

  (2) 提出部課 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

    横浜市財政局契約部契約第一課工事第二係（関内中央ビル２階） 

     電話 045(671)2244 

 (3) 提出期限 

   平成25年３月５日午後５時 

 (4) 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一課工事契約係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2246  

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、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員

が、次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。 

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所 

  本件工事に係る入札説明書等は、第３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 入札説明書の交付等  

 (1) 入札説明書の交付期間及び交付方法 

      横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。 

   また、平成25年２月19日から平成25年４月２日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年１月３日まで（以下「休日等」とい

う。）を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までの間に第３項第２号に掲げ

る部課において無償で交付する。 

 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法 

   入札説明書に定める方法により入手すること。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間及び開札予定日時 

  ア 入札期間 

    平成25年３月29日から平成25年４月２日まで（休日等を除く。）の午前９時から午後８時まで。 

        ただし、 終日は午後５時までとする。 

  イ 開札予定日時 
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    平成25年４月３日午前10時00分 

 (2) 入札参加者は、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 

(ｱ) 前号アに定める期間内に、特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したＩＣ

カードを使用して、特定建設共同企業体登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コード

を用いて、電子入札システムにより入札書を提出すること。 

(ｲ) 入札にあたっては、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方法については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関

係）（以下「運用基準」という。）第13条を参照すること。 

なお、工事費内訳書とは、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。以下同じ。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳

書がないものは同等の内訳。以下同じ。）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

されているもので、かつ、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものを

いう。また、 工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

 イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間内に、横浜市

財政局契約部契約第一課まで提出すること。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致さ

せること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の代表構成員の所在地、商号又は名称及

び代表者名を記載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、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、入札書と併せて提出すること。この場合、当該様式の「４ 電子入札システムを

利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載すること。 

  ウ 郵送による入札書の提出 

   (ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間内に、横浜市

役所内郵便局に到達するように、書留郵便で郵送すること。なお、工事費内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の代表構成員の所在地、商号又は名称及び

代表者名を記載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、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、入札書と併せて提出すること。この場合、当該様式の「４ 電子入札システム

を利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載すること。 

 (3) 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。 

 (4) 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。 

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) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

 (5) 第７項第２号ア(ｲ)、イ(ｱ)及びウ(ｱ)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札 

(6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、平成25・26年度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 

 (7) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、前項第２号アに定める方法によらない入札 

(8) 持参により入札書を提出する場合に、前項第２号イに定める方法によらない入札 

(9) 郵送により入札書を提出する場合に、前項第２号ウに定める方法によらない入札 

 (10) 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 
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  第１項第６号に定める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が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、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又はその者と契約を

締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは

、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落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

 (1) 入札保証金  

   免除する。  

 (2) 契約保証金  

   要求する。 

11 契約金の支払方法  

 (1) 前払金  

   契約金額の10分の４以内の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を契

約の相手方とする場合は、契約金額の10分の２以内の額を支払う。 

(2) 中間前金払 

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には、追加して契約金額

の10分の２以内の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行ったものを契約の相手

方とする場合は、この限りでない。 

 (3) 契約金の部分払いの回数は、１回以内とする。 

12 その他 

 (1) 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) 本件工事に直接関連する他の工事の請負契約を本件工事の請負契約の相手方との随意契約により締

結する予定の有無 

   無  

 (4) 本件工事は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

該当しない。 

 (5) 特定建設共同企業体の構成員のいずれかが、入札参加資格の申請後、第７項第１号アに定める期間

の 終日までの間に第２項第２号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資格を喪失した場

合の取扱い 

      入札説明書による。 

(6) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延期を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある

。 

(7) この入札は、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

ない時は、執行しないものとする。 

 (8) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

 (1) Subject matter of the contract: Construction Works of the Foundation Improvement (Phase 

26) at the Number 5 Block Final Waste Disposal site of Minami Honmoku Pier (Tentative name) 

  (2) Deadline for the tender: 5:00 p.m., ２ April, 2013 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2244 

 

  



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

6 

 

 

横浜市調達公告第68号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「南・港南・磯子・金沢区照明灯設備保守委託」ほか 143 件の契約について、一般競争入札

を行う。 

平成25年２月19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６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７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。 
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(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 １３１２０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南・港南・磯子・金沢区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
南区、港南区、磯子区及び金沢区内 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第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であること。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

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

）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西・中区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
西区及び中区内 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第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であること。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

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

）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉・都筑区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
青葉区及び都筑区内 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第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であること。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

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

）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷・旭・緑・瀬谷区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区、旭区、緑区及び瀬谷区内 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第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であること。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

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

）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見・神奈川・港北区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
鶴見区、神奈川区及び港北区内 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第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であること。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

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

）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

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 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚・泉・栄区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
戸塚区、泉区及び栄区内 

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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第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であること。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

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

）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②高所作業車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００２４ 

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エアレーション沈砂池しゅんせつ業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ８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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

④汚泥吸引車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

④汚泥吸引車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２１０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
河川・海域水質調査 

納入／履行場所 
市内 

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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第３位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２１０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
簡易測定法による大気汚染物質濃度の全市調査 

納入／履行場所 
横浜市立寺尾中学校ほか 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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実績を有する者。 

④計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２１０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路鉄道交通騒音・振動・排出ガス測定業務委託 

納入／履行場所 
市内 

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 検査・測定 

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実績を有する者。 

④計量証明事業（音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局交通環境対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃棄物焼却炉の排ガス中のダイオキシン類濃度測定業務 

納入／履行場所 
市内 

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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

者については上記の種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）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 

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 環境創造局大気・音環境課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
煙道中の大気汚染物質濃度測定業務及び指定物質等の発生源調査業務委託 

納入／履行場所 
市内 

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 検査・測定 

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実績を有する者。 

④計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局大気・音環境課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市生活型騒音等測定委託 

納入／履行場所 
市内 

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 検査・測定 

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実績を有する者。 

④計量証明事業（音圧レベル及び振動加速度レベル）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

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 環境創造局大気・音環境課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
こども自然公園公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
こども自然公園 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
グランモール公園クロスパティオ施設清掃業務委託 

納入／履行場所 
グランモール公園クロスパティオ 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アメリカ山公園建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
アメリカ山公園 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００７２ 

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緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２１０３００７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川向ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局川向ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２１０３００８１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
潮田ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局潮田ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２１０３００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑中央公園ほか７公園維持業務委託 

納入／履行場所 
都筑中央公園ほか 

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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３００９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
追分市民の森ほか１７か所維持業務委託 

納入／履行場所 
旭区矢指町１２１５番地ほか 

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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０１８２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水質試験試料等運搬業務委託 

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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 環境創造局下水道水質課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０１８３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部汚泥資源化センター硫黄ケーキ焼却処分業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部汚泥資源化センター 

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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

業者については、上記の種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③産業廃棄物処分業許可（汚泥）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①本件は、入札の不調による再度の発注である。 

②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。 

③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 １３２２０２００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
脱臭剤（新エポリオン） １２箱（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局北部事務所 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局北部事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００２７ 

件名 
脱臭剤（新エポリオン） １２箱（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
苛性ソーダ ２７５トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，６００キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００２９ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，６００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３８％） ３３，０００キログラム（概算）ほか 同等品可   

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００３０ 

件名 
塩化第二鉄（３８％） ３３，０００キログラム（概算）ほか 同等品可   

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，８１７キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

40 

 

契約番号 １３２２０２００３１ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，８１７キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩酸（３５％） １６，６９４キログラム（概算）ほか 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３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 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アンモニア水（２５％） １１５，２７２キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３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 資源循環局旭工場 

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17号 平成25年２月19日発行 

43 

 

契約番号 １３２２０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子） １，４９８リツトル（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００３４ 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子） １，４９８リツトル（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
配管防食剤タワークリン（クリタ） ６０３キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００３５ 

件名 
配管防食剤タワークリン（クリタ） ６０３キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
プロパンガス ８，０００立方メートル（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局中事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 燃料 

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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２２０２００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
冷却水処理剤（栗田工業） ６００キログラム（概算）ほか 同等品可  

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００４０ 

件名 
冷却水処理剤（栗田工業） ６００キログラム（概算）ほか 同等品可  

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
活性炭 ９，０００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００６９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スケール防止剤（栗田工業） ２，８００キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００６９ 

件名 
スケール防止剤（栗田工業） ２，８００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００７０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スライム・スケール防止剤（栗田工業） １，１７０キログラム（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００７０ 

件名 
スライム・スケール防止剤（栗田工業） １，１７０キログラム（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩酸（３５％） ３２，８００キログラム（概算）ほか  

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３８％） ２３，６００キログラム（概算）ほか 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子工業） ６４本（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００７３ 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子工業） ６４本（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２６５箱（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００７４ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２６５箱（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０２００８２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
苛性ソーダ １４６トン（概算）  

納入／履行場所 
資源循環局南本牧排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００８３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄 ６１トン（概算）  

納入／履行場所 
資源循環局南本牧排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０２００８４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
炭酸ソーダ ５１トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設  

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区品濃町 終処分場に係る分析委託 

納入／履行場所 
戸塚区品濃町 終処分場及びその周辺地域ほか 

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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

者については上記の種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局産業廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浄化槽水質試験委託 

納入／履行場所 
資源循環局業務課 

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 検査・測定 

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実績を有する者。 

④計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２２０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
産業廃棄物の分析委託 

納入／履行場所 
資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課 

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 検査・測定 

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実績を有する者。 

④計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

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 資源循環局産業廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
産業廃棄物等（排水、汚泥、ガス等）の分析委託（産業廃棄物処理業者指導関係） 

納入／履行場所 
市内全域 

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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

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

者については上記の種目に第１位に登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 資源循環局産業廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
喫煙所清掃委託（横浜駅きた西口ほか） 

納入／履行場所 
横浜駅きた西口ほか 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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」又は「その他」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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２２０３００６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
喫煙所清掃委託（鶴見駅西口ほか） 

納入／履行場所 
鶴見駅西口ほか 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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」又は「その他」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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２２０３００７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場出入口監視業務委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第２号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有 

する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 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 １３２２０５０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
無色・茶色ガラス８，４３６トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９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 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：びん】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５０００８ 

件名 
無色・茶色ガラス８，４３６トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（鶴見ヤード）１２２トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
鶴見ヤード（横浜市資源循環局鶴見工場内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５０００９ 

件名 
古紙（鶴見ヤード）１２２トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（港南ヤード及び港南資源回収センター）２４８トン（概算）の売払（平成２５年４月か

ら６月まで） 

納入／履行場所 
港南ヤード（資源循環局旧港南工場）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１０ 

件名 
古紙（港南ヤード及び港南資源回収センター）２４８トン（概算）の売払（平成２５年４月か

ら６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（保土ケ谷ヤード）１６７トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
保土ケ谷ヤード（横浜市資源循環局保土ケ谷工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１１ 

件名 
古紙（保土ケ谷ヤード）１６７トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（磯子ヤード）３０３トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
磯子ヤード（横浜市資源循環局旧磯子輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１２ 

件名 
古紙（磯子ヤード）３０３トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（都筑ヤード）２８０トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
都筑ヤード（横浜市資源循環局都筑工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１３ 

件名 
古紙（都筑ヤード）２８０トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（長坂谷ヤード）１３７トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
長坂谷ヤード（長坂谷処分地跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１４ 

件名 
古紙（長坂谷ヤード）１３７トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（神明台ヤード）１６５トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
神明台ヤード（横浜市資源循環局神明台処分地内倉庫及び倉庫前敷地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１５ 

件名 
古紙（神明台ヤード）１６５トン（概算）の売払（平成２５年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（鶴見ヤード）４６トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

納入／履行場所 
鶴見ヤード（横浜市資源循環局鶴見工場内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１６ 

件名 
古布（鶴見ヤード）４６トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（港南ヤード及び港南資源回収センター）１４９トン（概算）の売払（平成２４年４月か

ら平成２５年９月） 

納入／履行場所 
港南ヤード（横浜市資源循環局旧港南工場）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１７ 

件名 
古布（港南ヤード及び港南資源回収センター）１４９トン（概算）の売払（平成２４年４月か

ら平成２５年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（保土ケ谷ヤード）４８トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

納入／履行場所 
保土ケ谷ヤード（横浜市資源循環局保土ケ谷工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

92 

 

契約番号 １３２２０５００１８ 

件名 
古布（保土ケ谷ヤード）４８トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（磯子ヤード）８０トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

納入／履行場所 
磯子ヤード（横浜市資源循環局旧磯子輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００１９ 

件名 
古布（磯子ヤード）８０トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（長坂谷ヤード）４０トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

納入／履行場所 
長坂谷ヤード（長坂谷処分地跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２０ 

件名 
古布（長坂谷ヤード）４０トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（都筑ヤード）１１３トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

納入／履行場所 
都筑ヤード（横浜市資源循環局都筑工場敷地内）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２１ 

件名 
古布（都筑ヤード）１１３トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（神明台ヤード）８２トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

納入／履行場所 
神明台ヤード（横浜市資源循環局神明台処分地内倉庫及び倉庫前敷地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２２ 

件名 
古布（神明台ヤード）８２トン（概算）の売払（平成２５年４月から平成２５年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２３ 

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４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２３ 

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４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２４ 

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）８２トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２４ 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）８２トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２５ 

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）１０８トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２５ 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１０８トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２６ 

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）６７トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２６ 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）６７トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２７ 

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）１１６トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２７ 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）１１６トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２８ 

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）８７トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２８ 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）８７トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００２９ 

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）１４１トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００２９ 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１４１トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００３０ 

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）７７トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

116 

 

契約番号 １３２２０５００３０ 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）７７トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００３１ 

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）２７９トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００３１ 

件名 
小さな金属類（北部方面）２７９トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００３２ 

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）２２０トン（概算）の売払（平成２５年４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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００３２ 

件名 
小さな金属類（南部方面）２２０トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００３３ 

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）３８９トン（概算）の売払（平成２５年４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 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 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００３３ 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）３８９トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２２０５００３４ 

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）１５７トン（概算）の売払（平成２５年４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 資源循環局栄工場跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の営業種目の第３位までに登録があること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３２２０５００３４ 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１５７トン（概算）の売払（平成２５年４月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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 

。 

③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。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２５０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（市庁舎）１１０，２００ｋｇ（概算）の売払 

納入／履行場所 
横浜市庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①上記の種目の第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 総務局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２５０５０００１ 

件名 
古紙（市庁舎）１１０，２００ｋｇ（概算）の売払 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３２７０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型窓付き封筒 ３５０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ４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 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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）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 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 １３２７０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型封筒 ３４０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ４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 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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）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 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 １３２７０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有 

する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 こども青少年局中央児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２７０３００１１ 

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警備業務委託 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有 

する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 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 １３２８０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国民健康保険料ＯＣＲ納付書付督促状 １，７５１，１００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

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 フォーム印刷 

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３位までに登録があること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２８０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
問診票付受診券 ７２５，０００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ５月 ２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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３位までに登録があること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

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 

見本等はなし。 

 

（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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４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 

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 １３２８０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保険料額決定通知書 ６３９，６８０枚の印刷 

納入／履行場所 
委託業者（関東圏内）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ５月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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．上記の種目に第３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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４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 

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 １３２８０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＯＣＲ納付書（１枚組） １０１，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年１０月 ３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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．上記の種目に第３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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）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 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
介護保険料額決定通知書 ８３５，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
鶴見区保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ５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 フォーム印刷 

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．上記の種目に第３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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）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 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０２００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
現年度保険料額通知書（バッチ用） ３３０，１００枚の印刷 

納入／履行場所 
委託業者（関東圏内）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年１２月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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．上記の種目に第３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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２８０２００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
額通知書（バッチ分） １０５，４００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
鶴見区保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年１２月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 フォーム印刷 

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．上記の種目に第３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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０２００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特定健康診査受診券送付用封筒 ６８０，８００枚の印刷 

納入／履行場所 
委託業者 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ５月 ２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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）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 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０２００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
介護保険料額決定通知書用封筒 ８３５，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
鶴見区保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ５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 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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）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 

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 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山斎場清掃業務委託 

納入／履行場所 
久保山斎場 

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。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 １３２９０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場簡易専用水道点検委託 

納入／履行場所 
神奈川区山内町１番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 浄化槽・貯水槽等清掃 

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上記の種目に第２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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 経済局運営調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２９０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部市場下水管等清掃委託 

納入／履行場所 
経済局中央卸売市場南部市場 

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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

⑤汚泥吸引車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者は引受証明書 

④汚泥吸引車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 経済局運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２９０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場地下排水槽等清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区山内町１番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 浄化槽・貯水槽等清掃 

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上記の種目に第２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。 

④一般廃棄物収集運搬業（浄化槽汚泥等のし尿を含む汚泥）の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

⑥汚泥吸引車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者 

は引受証明書 

⑤汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １１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 経済局運営調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
白幡公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月１４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

145 

 

契約番号 １３３２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区入江町公園ほか２２公園公衆便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
入江町公園ほか 

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

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３２０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区内親水水路清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区三ツ沢せせらぎ緑道ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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」又は「その他」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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 

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 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

147 

 

契約番号 １３３２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区安全・安心まちづくりパトロール委託 

納入／履行場所 
神奈川区内 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有 

する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 神奈川区地域振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区公園内トイレ清掃委託 

納入／履行場所 
柏葉公園ほか 

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。）。 

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

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３４０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区公園維持業務委託 

納入／履行場所 
中区柏葉８９番１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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３４０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区公園園内清掃業務委託 

納入／履行場所 
福富町西公園ほか 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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」又は「その他」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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３４０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寿公園ほか４公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
寿公園ほか 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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」又は「その他」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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３５０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
南区吉野町４丁目主要地方道横浜鎌倉線ほか 

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２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 南区南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３５０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
弘明寺公園ほか 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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」又は「その他」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２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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）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 

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 南区南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３６０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内河川・水路維持業務委託 

納入／履行場所 
港南区港南土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①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 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３６０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内スクリーン点検清掃管理委託 

納入／履行場所 
港南区日野中央２丁目２番地ほか 

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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業（廃プラ類、金属くず、ガラスくず等）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

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 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

156 

 

契約番号 １３３７０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３８０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭土木管内河川・水路維持管理委託（その１） 

納入／履行場所 
旭区旭土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９月３０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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①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 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３８０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区内スクリーン管理委託 

納入／履行場所 
旭区旭土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業（廃プラ類、金属くず、ガラスくず等）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）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 

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 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３９０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子土木事務所清掃業務委託 

納入／履行場所 
磯子区磯子土木事務所 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３９０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
洋光台南公園ほか 

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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３９０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
磯子区峰町３６０から４９９番地先ほか 

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 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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４００３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
金沢区金沢土木事務所 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 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 １３４００３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区街路樹維持業務委託（金沢地先埋立地北部） 

納入／履行場所 
金沢区並木一丁目１号地ループ道路ほか 

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２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １３４００３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内親水水路維持管理委託（その２） 

納入／履行場所 
金沢区富岡西七丁目１９番地先ほか 

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 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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １３４１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
港北区港北土木事務所管内一円 

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：Ａ】 

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上記の種目に第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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

166 

 

契約番号 １３４１０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北保育園他６園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市港北保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 港北区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内市立保育所午睡用寝具乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市十日市場保育園ほか 

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 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 緑区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
霧が丘公園ほか 

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１６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １３４２０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内河川環境施設維持管理委託 

納入／履行場所 
緑区新治町・三保町（梅田川）地内ほか 

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１４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １３４３０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区街路樹等維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
青葉区市ケ尾町ほか 

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２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

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上記の種目に第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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４３０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
青葉区あざみ野ほか 

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２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４３０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
青葉区寺家町８８１番地先ほか 

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 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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４３０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
美しが丘保育園ほか５園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市美しが丘保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 青葉区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４３０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園園内清掃等業務委託 

納入／履行場所 
もえぎ野公園ほか 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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」又は「その他」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２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。 

④産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）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 

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 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区水面清掃等業務委託 

納入／履行場所 
山崎公園ほか 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第２位までに登録があること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者又は平成２５年３月７日までに取得予定である者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時４５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 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４４０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内市立保育所午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市大熊保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 都筑区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
上品濃公園ほか 

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２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４５０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区車道清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区管内一円 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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２位までに登録があること。 

③車道清掃の業務実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

⑥ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

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

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２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 

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 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４６０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区街路樹維持業務委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４６０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４６０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
栄区上郷町５８１番地先から８５１番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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 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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 ２時００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 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４６０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区車道清掃委託 

納入／履行場所 
栄区管内一円 

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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①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２位までに登録があること。 

③車道清掃の業務実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

⑥ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④車検証の写し又は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類等 

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

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時１５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 

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 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４７０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
泉区弥生台１号線ほか 

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１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
和泉川浄化施設維持管理委託 

納入／履行場所 
瀬谷区宮沢３丁目４３番地先 

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 浄化槽・貯水槽等清掃 

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上記の種目に第２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。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

⑤汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者 

は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時５５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 瀬谷区瀬谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４８０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区街路樹維持業務委託 

納入／履行場所 
瀬谷区二ツ橋町楽老通りほか 

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１４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 瀬谷区瀬谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
阿久和大久保原公園ほか 

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２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 瀬谷区瀬谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３７１０３００６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央図書館警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有 

する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 教育委員会事務局企画運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３７１０３００７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸部小学校外１１校警備委託（西区） 

納入／履行場所 
横浜市立戸部小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成３０年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：機械警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第３位までに登録があること。 

②警備業法第２条第５項に規定する機械警備業務を平成２０年４月１日以降に元請として 

１年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 

。 

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、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 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 １３７１０３００７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
元街小学校外１３校警備委託（中区） 

納入／履行場所 
横浜市立元街小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成３０年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：機械警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第３位までに登録があること。 

②警備業法第２条第５項に規定する機械警備業務を平成２０年４月１日以降に元請として 

１年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 

。 

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、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 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 １３７１０３００７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
阿久和小学校外１６校警備委託（瀬谷区） 

納入／履行場所 
横浜市立阿久和小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成３０年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：機械警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①上記の種目に第３位までに登録があること。 

②警備業法第２条第５項に規定する機械警備業務を平成２０年４月１日以降に元請として 

１年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を 

有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 

。 

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、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

発注担当課 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 １３７１０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食廃食用油 ６０，９４７ｋｇ（概算）の売払 

納入／履行場所 
横浜市立旭小学校ほか 

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 - 

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：廃油】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①上記の種目に登録があること。 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

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 １３７１０５０００１ 

件名 
学校給食廃食用油 ６０，９４７ｋｇ（概算）の売払 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②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。 

③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 

。 

 

 

 

 

本件の公告は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17号 平成25年２月19日発行 

193 

 

 

水道局調達公告第21号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「高純度アルゴンガス 160本（概算）ほか」ほか14件の契約について、一般競争入札を行

う。 

平成25年２月19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。 

水 道 局 
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５ 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) 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６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７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
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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 １３５２０２００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高純度アルゴンガス １６０本（概算）ほか 

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 燃料 

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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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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契約番号 １３５２０２００６４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高分子凝集剤（ポリマー）（ＭＴアクアポリマー） ２，２００キログラム（概算） 同等品

可 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００６４ 

件名 
高分子凝集剤（ポリマー）（ＭＴアクアポリマー） ２，２００キログラム（概算） 同等品

可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３５２０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川井浄水場清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局川井浄水場 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 水道局川井浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西・保土ケ谷地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局西・保土ケ谷地域サービスセンター 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 水道局西・保土ケ谷地域サービスセンター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中・南地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局中・南地域サービスセンター 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 水道局中・南地域サービスセンター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南・栄地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局港南・栄地域サービスセンター 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 水道局港南・栄地域サービスセンター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑・青葉地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局緑・青葉地域サービスセンター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年１２月２７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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ９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 水道局緑・青葉地域サービスセンター 

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17号 平成25年２月19日発行 

204 

 

契約番号 １３５２０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚・泉地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局戸塚・泉地域サービスセンター 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 水道局戸塚・泉地域サービスセンター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局横浜水道記念館 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 水道局水道記念館 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川井系各配水池樹木管理等作業委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２１７０番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年１２月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局川井浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寒川取水事務所ほか除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局寒川取水事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 １月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

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上記の種目に第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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局小雀浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館樹木管理等作業委託 

納入／履行場所 
水道局横浜水道記念館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２６年 ２月２０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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局水道記念館 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３００６８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷排水処理脱水汚泥収集運搬委託 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場 

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 廃棄物処理 

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上記の種目に第１位に登録があること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局西谷浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３０１１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「はまっ子どうし Ｔｈｅ Ｗａｔｅｒ」配送業務委託 

納入／履行場所 
南区中村町４丁目３０５番地から各配送先（全国） 

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 貨物運送 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局横浜の水プロモーション課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３０１３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浄水場守衛業務委託 

納入／履行場所 
水道局西谷浄水場ほか 

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 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２０年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履行予定のものを含む。）を有 

する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 水道局浄水課 

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17号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「ディーゼルエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） 20,000リットル（概

算） 同等品可」ほか18件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成25年２月19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。 

交 通 局 



横浜市報調達公告版 

第17号 平成25年２月19日発行 

213 

 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第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、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６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７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
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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 １３５３０２００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ディーゼルエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ２０，０００リットル（

概算） 同等品可 

納入／履行場所 
交通局自動車本部保土ケ谷営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 燃料 

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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０２００１４ 

件名 
ディーゼルエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ２０，０００リットル（

概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３５３０２００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＣＮＧエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ３，０００リットル（概算）

同等品可 

納入／履行場所 
交通局自動車本部浅間町営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 燃料 

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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０２００１５ 

件名 
ＣＮＧエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ３，０００リットル（概算）

同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３５３０２００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ホイールベアリンググリース（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ９３缶（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局自動車本部保土ケ谷営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 燃料 

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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０２００１６ 

件名 
ホイールベアリンググリース（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ９３缶（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３５３０２００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
オートマチックオイル（アリソン） ７７缶（概算） 製品指定 

納入／履行場所 
交通局自動車本部保土ケ谷営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ４月 １日から平成２５年 ９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 燃料 

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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０２００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
尿素ＳＣＲ用尿素水（日本液炭） ８０，０００リットル（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
交通局緑営業所ほか 

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 工化学薬品 

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．上記の種目に第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当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ４日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ４日（月）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０２００２２ 

件名 
尿素ＳＣＲ用尿素水（日本液炭） ８０，０００リットル（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。 

３．事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含 

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.yokoham 

a.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）。 

 

 

 

 

本件の公告は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 １３５３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道湘南台駅ほか１駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄湘南台駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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、本案件に含まれるいずれかの駅の清掃を元請として履 

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） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道あざみ野駅ほか１駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄あざみ野駅ほか 

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、本案件に含まれるいずれかの駅の清掃を元請として履 

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） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道センター南駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄センター南駅ほか 

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、本案件に含まれるいずれかの駅の清掃を元請として履 

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） 

※ 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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道阪東橋駅ほか２駅 駅総合清掃委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄阪東橋駅ほか 

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、本案件に含まれるいずれかの駅の清掃を元請として履 

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） 

※ 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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道中山駅ほか１駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄中山駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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、本案件に含まれるいずれかの駅の清掃を元請として履 

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） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道日吉駅ほか１駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄日吉駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成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、本案件に含まれるいずれかの駅の清掃を元請として履 

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） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５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 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道立場駅ほか２駅 駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄立場駅ほか 

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、本案件に含まれるいずれかの駅の清掃を元請として履 

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） 

※ 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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本牧営業所ほか１営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局本牧営業所ほか 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７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 交通局滝頭営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川和乗務管理所及び乗務員仮泊駅寝室等清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局川和乗務管理所ほか 

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 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局運転課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷保守区ほか 

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 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局上永谷保守管理所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その１） 

納入／履行場所 
緑区鴨居一丁目 鴨居駅前交差点付近ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号及び同法第２条第１項第２号に規定する業務を平成２０年 

４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履 

行予定のものを含む。）を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局保土ケ谷営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その２） 

納入／履行場所 
西区西戸部町一丁目 一本松小学校前バス停付近ほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号及び同法第２条第１項第２号に規定する業務を平成２０年 

４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履 

行予定のものを含む。）を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 １日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ５日（火）午後 １時５５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 交通局保土ケ谷営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その３） 

納入／履行場所 
西区南幸一丁目 横浜駅西口バスターミナルほか 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号及び同法第２条第１項第２号に規定する業務を平成２０年 

４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履 

行予定のものを含む。）を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局保土ケ谷営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５３０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その４） 

納入／履行場所 
港の見える丘公園 

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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①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１位に登録があること。 

③警備業法第２条第１項第１号及び同法第２条第１項第２号に規定する業務を平成２０年 

４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績（平成２５年３月３１日まで履 

行予定のものを含む。）を有する者であること。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ３月 ５日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ３月 ７日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局保土ケ谷営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 
 
 
 


