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【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

  （土木工事積算システム用サーバ機器 一式の借入） ········································ ２ 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （河川事業用地維持管理業務委託（その２） ほか57件） ···································· ５ 

 

【水道局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （直管（ＧＸ形）75×4000（付属部品含む） 90本 ほか15件） ······························ 67 
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調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第91号        

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行    

  次のとおり一般競争入札を行う。                                        

平成25年３月26日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項  

(1) 件名及び数量 

土木工事積算システム用サーバ機器 一式の借入 

  (2) 物品の特質等  

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成25年度分） 

平成25年８月１日から平成26年３月31日まで 

イ 総借入期間 

平成25年８月１日から平成30年７月31日まで 

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

 (4) 借入場所 

財政局の指定する場所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、(3)アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

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

録が認められている者であること。  

  (3) 平成25年４月４日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市一般競争参加停止及び指名

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

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

あること。 

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

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

      平成25年４月４日 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

      入札説明書による。 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      横内 電話 045 (671) 2248（直通）  
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４ 入札参加資格の喪失 

    入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 

  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成25年５月２日まで（ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法

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

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局公共施設・事業調整部公共施設・事業調整課 

電話 045(671) 4066（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成25年５月９日から平成25年５月13日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、 終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

 (ｱ) 入札日時 

平成25年５月14日午後１時15分 

 (ｲ) 入札場所  

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成25年５月13日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

(2) 開札予定日時 

平成25年５月14日午後１時15分 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

 (5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 
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   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 入札の条件 

この入札は、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

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

(4) 契約の条件 

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

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

(5) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract: Lease of a set of System Server apparatus for Civil 

engineering work estimation system 

(2) Deadline for the tender: 1:15 p.m.,14 May,2013 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第92号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「河川事業用地維持管理業務委託（その２）」ほか57件の契約について、一般競争入札を行

う。 

平成25年３月26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。 

  



横浜市報調達公告版 

第27号 平成25年３月26日発行 

8 

 

契約番号 １３１２０３００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
河川事業用地維持管理業務委託（その２） 

納入／履行場所 
いたち川ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１７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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 道路局河川事業課 

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27号 平成25年３月26日発行 

9 

 

契約番号 １３１２０３００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
河川事業用地維持管理業務委託 

納入／履行場所 
帷子川ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１７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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 道路局河川事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路局事業調整課管理用地除草業務委託 

納入／履行場所 
栄区、戸塚区、磯子区および金沢区内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 道路局事業調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市計画道路横浜藤沢線（田谷小雀地区）管理用地除草業務委託 

納入／履行場所 
栄区及び戸塚区内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 道路局事業調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
建設課北担当管内管理用地除草業務委託 

納入／履行場所 
建設課北担当管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年１２月１３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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 道路局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１２０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
流域貯留浸透施設清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市立荏田東第一小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 道路局河川管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１４０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ベイサイドマリーナ地区等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
金沢区白帆ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 港湾局管財第一課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１４０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢福浦地区ほか緑地草刈等業務委託 

納入／履行場所 
金沢区福浦一丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 港湾局管財第一課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３１７０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
フルコンサートグランドピアノ（防護フルカバー付）（ヤマハ又はスタインウェイ） １台 

製品指定 

納入／履行場所 
横浜市緑区民文化センター（緑区長津田二丁目１番３号） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ７月１９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 楽器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については、上記の種目に登録があること。準市内業者については、上記の 

種目に第１位に登録があること。 

２．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 文化観光局文化振興課 

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27号 平成25年３月26日発行 

17 

 

契約番号 １３２１０３０１８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中部水再生センター等緑地管理業務委託 

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 契約締結の日から平成２６年 ３月 ７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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 環境創造局中部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２１０３０１８８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
根岸森林公園ほか５公園維持業務委託 

納入／履行場所 
中区根岸台ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内市有緑地等維持業務委託 

納入／履行場所 
金沢区六浦三丁目２９番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０１９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久良岐公園ほか５公園維持業務委託 

納入／履行場所 
港南区上大岡東三丁目１２番１ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）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ときは、執行しないものとする。 

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 



横浜市報調達公告版 

第27号 平成25年３月26日発行 

21 

 

契約番号 １３２１０３０１９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園ほか１公園維持業務委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３２１０３０２０５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜公園ほか４公園噴水設備等点検清掃委託 

納入／履行場所 
横浜公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３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 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 

③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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２２０３００８４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
収集車他用廃タイヤ（産業廃棄物）収集運搬・処分委託 

納入／履行場所 
資源循環局車両課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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（廃プラスチック類）の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（廃プラスチック類）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 

③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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 資源循環局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００８５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場空気調和設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

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

企業」として登録が認められている者であること。 

②上記の種目に第３位までに登録があること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２２０３００８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
焼却工場ダイオキシン類排出実態調査委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場（都筑区平台２７－１）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 資源循環局資源政策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２２０３００８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南本牧廃棄物 終処分場環境調査委託 

納入／履行場所 
南本牧廃棄物 終処分場（中区本牧４番地）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 資源循環局資源政策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新横浜駅南部地区除草等業務委託 

納入／履行場所 
港北区篠原町１０２５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１日（木）午後 ２時１５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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 都市整備局都市再生推進課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２５０２００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ビニール手袋（ショーワグローブ） ３，６５７双ほか 同等品可 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ６月 ７日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 雑貨 

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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８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 

※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 総務局職員健康課 

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27号 平成25年３月26日発行 

29 

 

契約番号 １３２５０２００３０ 

件名 
ビニール手袋（ショーワグローブ） ３，６５７双ほか 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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２５０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市役所本庁舎消防用設備等保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

企業」として登録が認められている者であること。 

②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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

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 １３２８０２００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
局封筒Ａ（裏面局連絡先） ９０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局福祉保健課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ５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 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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 健康福祉局福祉保健課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２８０２００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＯＣＲ納付書用封筒 ４３０，０００枚の印刷 

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 契約締結の日から平成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 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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８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ときは、執行しないものとする。 

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 １３２８０２００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
負担限度額認定結果通知書（オンライン） １８，１００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ６月１１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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８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ときは、執行しないものとする。 

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 １３２８０２００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
介護保険被保険者証（オンライン） １６６，１００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 契約締結の日から平成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 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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８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ときは、執行しないものとする。 

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 １３３１０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
入江川せせらぎ緑道清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区東寺尾一丁目４０番地先から鶴見区東寺尾一丁目４番地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

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 
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契約番号 １３３１０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区内親水水路清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区獅子ヶ谷二丁目１３番地先から２０番地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

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 
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契約番号 １３３２０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３３２０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区総合庁舎消防設備等保守点検委託 

納入／履行場所 
神奈川区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

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

企業」として登録が認められている者であること。 

②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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 神奈川区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３３０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
西区北軽井沢横浜生田線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 西区西土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３３４０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区街路樹維持業務委託（その６） 

納入／履行場所 
中区本牧産業道路ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）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ときは、執行しないものとする。 

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 １３３５０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
南区内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年１２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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１日（木）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

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 １３３６０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区公園維持業務委託（その３） 

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 契約締結の日から平成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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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27号 平成25年３月26日発行 

43 

 

契約番号 １３３６０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区街路樹維持業務委託（中部） 

納入／履行場所 
港南区中部地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３３６０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市上大岡東保育園ほか８か所の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市上大岡東保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時２５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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 港南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 １３３６０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市上大岡東保育園ほか８か所の定期清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市上大岡東保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 港南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 １３３７０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内（西部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 



横浜市報調達公告版 

第27号 平成25年３月26日発行 

47 

 

契約番号 １３３７０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区保土ケ谷保育園ほか５か所の定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市保土ケ谷保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５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 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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）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 

いて可決されないときは、執行しないものとする 

発注担当課 保土ケ谷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 １３３８０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
南本宿公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３３８０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区街路樹維持業務委託（北部地区） 

納入／履行場所 
旭区上白根町ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１７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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

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 １３３９０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区街路樹維持業務委託（北部） 

納入／履行場所 
磯子区（北部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１日（木）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

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 



横浜市報調達公告版 

第27号 平成25年３月26日発行 

51 

 

契約番号 １３４００３００２１ 

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（北部） 

納入／履行場所 
金沢区内（北部） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４００３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区公園維持業務委託（東部その１） 

納入／履行場所 
富岡八幡公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４００３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区公園維持業務委託（東部その２） 

納入／履行場所 
小柴崎緑道ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４１０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
師岡町公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 
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契約番号 １３４２０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
緑区緑土木事務所管内東部ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１７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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４２０３００２０ 

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３） 

納入／履行場所 
緑区上山町公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１７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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４３０３００２３ 

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１） 

納入／履行場所 
青葉区美しが丘ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４３０３００２４ 

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４） 

納入／履行場所 
青葉区奈良小学校通り路線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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：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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４３０３００２５ 

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７） 

納入／履行場所 
青葉区もえぎ野ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４３０３００２９ 

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４） 

納入／履行場所 
青葉区荏田町ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４４０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その５） 

納入／履行場所 
都筑区荏田東一丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１日（木）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４４０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区公園維持業務委託（その６） 

納入／履行場所 
都筑区都筑土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４４０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区公園維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
都筑区都筑土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４４０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）自動車 １台の売払 

納入／履行場所 
都筑区葛が谷２－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分 市内 

その他 

①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。 

②古物営業の許可を受けている者。 

③使用済自動車の再資源化等に関する法律第４２条第１項に規定する引取業登録のある者 

。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

③引取業登録があることがわかる書類等の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２５年 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 

て可決されないときは、執行しないものとする。 

③売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をするこ 

と。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 都筑区地域振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４５０３００１６ 

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４） 

納入／履行場所 
戸塚公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ９日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ９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ときは、執行しないものとする。 

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 １３４６０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区公園維持業務委託（その３） 

納入／履行場所 
栄区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ３月１９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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１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ときは、執行しないものとする。 

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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水道局調達公告第42号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「直管（ＧＸ形）75×4000（付属部品含む） 90本」ほか15件の契約について、一般競争

入札を行う。 

平成25年３月26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
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た日）の２日後(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まないものとして計算することとする。）の午

後５時までに電子メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二

課へ提出し、また、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出され

ない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イ

の手続により落札者を決定する。 

(8) (5)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当

該落札候補者に通知する。 

(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 １３５２０２００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＧＸ形）７５×４０００（付属部品含む） ９０本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １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 

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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局西部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バタフライ弁（ＮＳ形充水機能付き）７００（接合部品含む） １基 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２５年 ７月１２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バタフライ弁（ＮＳ形充水機能付き）８００（１０Ｋ）（接合部品含む） １基 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局中部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
曲管（ＧＸ形）１００×１１°１／４（ロックリング含む） ４個（概算）ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局中部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＮＳ形）４００×６０００（接合部品含む） ２７本ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時２５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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局中部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バタフライ弁（ＮＳ形充水機能付き）５００（１０Ｋ）（接合部品含む） ４基 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時２５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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局中部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
曲管（ＧＸ形）１００×１１°１／４（ロックリングのみ含む） １４個（概算）ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時３５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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局北部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＮＳ形）８００×６０００（接合部品含む） １８本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時３５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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局中部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
曲管（ＧＸ形）１００×１１°１／４（ロックリングのみ含む） １９個（概算）ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局西部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
曲管（ＧＸ形）１００×１１°１／４（接合部品含む） １０個（概算）ほか 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＧＸ形）７５×４０００（Ⅰ種）（接） ５１０本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８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 

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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＮＳ形）７００×６０００（Ｓ種）（接） ３６本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月１３日から平成２５年 ９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 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時５５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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局南部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＰＮ形）１２００×６０００（２種）（溶接リング付き） １９本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ７月 １日から平成２５年１１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 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ２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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＮＳ形）５００×６０００（接合部品含む） ７０本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ２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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局中部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０２００６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
直管（ＧＸ形）７５×４０００（内面粉体塗装）（付属品含む） ９３０本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２５年 ５月 ９日から平成２５年１０月 ９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

営業種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．市内業者については上記の種目に登録があること。準市内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．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 ４月 ５日（金）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月 ８日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月 ８日（月）午後 ２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 

いて可決されないときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局中部工事課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３５２０３０２０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水道管内樹木管理等作業委託 

納入／履行場所 
旭区鶴ケ峰本町三丁目２８番２号ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 ４月 ９日（火）午前 ９時００分から 

平成２５年 ４月１１日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２５年 ４月１１日（木）午後 ２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ときは、執行しないものとする。 

発注担当課 水道局工業用水課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 
 
 


