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調 達 公 告 
 

横浜市調達公告第46号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成26年２月４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 

白灯油 約90,000リットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成26年４月１日から平成26年６月30日まで 

 (4) 納入場所 

戸塚区鳥が丘10番地５ 

横浜市戸塚斎場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   白灯油 約90,000リットルの購入 

      平成26年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) 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「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成26年２月14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) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 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 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 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26年２月14日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 
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〒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） 

斉藤 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年２月27日まで（ただし、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 

〒244-0001 戸塚区鳥が丘10番地５ 

    横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課戸塚斎場 

電話 045 (864)7001（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26年３月13日から平成26年３月17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26年３月18日午前10時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前10時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 
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いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 90,000 l of kerosene oil used for a 

gas turbine engine  

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 18, March, 2014 

(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) 2249 
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横浜市調達公告第47号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

 平成26年２月４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 

白灯油 約212,000リットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成26年４月１日から平成26年６月30日まで 

 (4) 納入場所 

横浜市環境創造局磯子ポンプ場ほか１か所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   白灯油 約150,000リットルの購入 

      平成26年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) 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「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成26年２月14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) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 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 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 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26年２月14日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

斉藤 電話 045(671)2249（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 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年２月27日まで（ただし、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 

〒235-0017 磯子区新磯子町39番地 

    横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター 

電話 045 (761) 5251（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26年３月13日から平成26年３月17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26年３月18日午前10時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前10時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 
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行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 212,000 l of kerosene oil used for a 

gas turbine engine 

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 18, March, 2014 

(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) 2249 
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横浜市調達公告第48号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

 平成26年２月４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 

白灯油 約230,000リットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成26年４月１日から平成26年６月30日まで 

 (4) 納入場所 

保土ケ谷区狩場町355番地 

横浜市資源循環局保土ケ谷工場 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   白灯油 約470,000リットルの購入 

      平成26年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) 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「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成26年２月14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) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 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 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 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26年２月14日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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斉藤 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年２月27日まで（ただし、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 

〒240-0025 保土ケ谷区狩場町355番地 

    横浜市資源循環局適正処理計画部旭工場保土ケ谷工場担当 

電話 045 (742)3711（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26年３月13日から平成26年３月17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26年３月18日午前10時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前10時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 230,000 l of kerosene oil used for an 

auxiliary boiler 

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 18, March, 2014 

(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) 2249 
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横浜市調達公告第49号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成26年２月４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 

航空機用ジェット燃料（ＪＥＴ Ａ－１） 約66,000リットルの購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成26年４月１日から平成26年６月30日まで 

 (4) 納入場所 

   金沢区福浦三丁目２番地 

横浜市消防局横浜ヘリポート 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

 (6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   航空機用ジェット燃料（ＪＥＴ Ａ－１） 約72,000リットルの購入 

      平成26年５月 

(7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) 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「燃料」に登録が

認められている者であること。 

(3) 平成26年２月14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) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 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 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 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26年２月14日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 



横浜市報調達公告版 

第６号 平成26年２月４日発行 

12 

 

斉藤 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年２月27日まで（ただし、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 

〒236-0004 金沢区福浦三丁目２番地 

    横浜市消防局横浜ヘリポート整備科 

電話 045 (784) 0119（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26年３月13日から平成26年３月17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26年３月18日午前10時30分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前10時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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  
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(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

１か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において可決され

た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of 66,000 liters of jet fuel (JET A-1) for 

aircraft 

(2) Deadline for the tender: 10:30 a.m. 18, March, 2014 

(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) 2249 
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横浜市調達公告第50号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成26年２月４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 

   コピー用紙Ａ４ 約15,500箱の購入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期間 

平成26年４月１日から平成26年６月30日まで 

 (4) 納入場所 

会計室の指定する場所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 一連の調達契約に関する事項 

   今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

   コピー用紙Ａ４ 約18,000箱の購入  

平成26年 ５月 

 (7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

(8) 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「用紙類」に登録

が認められている者であること。 

(3) 平成26年２月14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) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 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 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 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26年２月14日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

福島 電話 045(671)2249（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 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年２月27日まで（ただし、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  

    横浜市会計室会計管理課 

電話 045 (671) 2995（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26年３月13日から平成26年３月17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26年３月18日午前９時30分 

(ｲ) 入札場所 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前９時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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 

      １か月間の納入分について、納品検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

  (3) 契約の条件 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において可決さ 

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of approx. 15,500 case of A4 Size Copy Paper 

 (2) Deadline for the tender: 9:30 a.m. 18,March, 2014 

(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) 2249 
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横浜市調達公告第51号  

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用）    

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

平成26年２月４日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市財政局長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項  

(1) 件名及び数量 

ア 小型ごみ収集車（回転板式）（その１） ６台の借入 

イ 小型ごみ収集車（回転板式）（その２） ６台の借入 

ウ ハイブリット小型ごみ収集車（回転板式）（その１） ６台の借入 

エ ハイブリット小型ごみ収集車（回転板式）（その２） ６台の借入 

  (2) 物品の特質等  

    入札説明書による。 

(3) 借入期間 

 ア 借入期間（平成26年度分） 

第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

     ア 平成26年10月１日から平成27年３月31日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    イ 平成26年10月８日から平成27年３月31日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    ウ 平成26年10月16日から平成27年３月31日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    エ 平成26年10月22日から平成27年３月31日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

イ 総借入期間 

第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成26年10月１日から平成32年９月30日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    イ 平成26年10月８日から平成32年10月７日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    ウ 平成26年10月16日から平成32年10月15日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

    エ 平成26年10月22日から平成32年10月21日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

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

 (4) 借入場所 

第１号アからエまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

神奈川区新浦島町２丁目４番地 

横浜市資源循環局家庭系対策部車両課 

 (5) 入札方法 

この入札は、第１号アからエまでに掲げる借入物品ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間にお

ける賃借料の総価により行う。なお、１か月未満の月は１か月として見積もること。 

(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「自動車賃貸」に

登録が認められている者であること。  

  (3) 平成26年２月14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。 
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(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26年２月14日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

      入札説明書による。 

 (3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

      〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

      横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

      高橋 電話 045 (671) 2248（直通）  

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

  (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で、貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年３月10日まで（ただし、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 

〒221-0031 神奈川区新浦島町２丁目４番地 

   横浜市資源循環局家庭系対策部車両課 

   電話 045(441)8201（直通） 

７ 入札及び開札 

第１号アからエまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 電子入札システムによる入札書の提出 

    平成26年３月13日から平成26年３月17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26年３月18日午前11時 

(ｲ) 入札場所  

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前11時 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
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  (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

   いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

(3) 契約の条件 

ア この契約は地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約であるため、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。 

イ この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において可決さ

れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  

①Lease of ６ Small-sized Garbage Trucks  (Part 1) 

②Lease of ６ Small-sized Garbage Trucks  (Part 2) 

③Lease of ６ Small-sized Hybrid Garbage Trucks (Part 1) 

④Lease of ６ Small-sized Hybrid Garbage Trucks (Part 2) 

 (2) Deadline for the tender: 11:00 a.m.18,March,2014 

(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52号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「移動式炊飯器（伸誠商事） ６台 同等品可」ほか２件の契約について、一般競争入札を

行う。 

平成26年２月４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）（以下「有資格者名簿」とい

う。）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日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」

という。）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（休日等を除く。）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 
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次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 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、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
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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 １３２５０２０１７２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
移動式炊飯器（伸誠商事） ６台 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 

種目 消防・防災・防犯用品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１８日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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時までに同等品に関する申告書等の資料を 

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。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 総務局危機管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３２６０２００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ハンドル式移動棚固定単式３連有効５段（金剛） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市郵送請求事務センター（中区尾上町１丁目６番地 住友生命横浜関内ビル７階） 

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 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１８日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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時までに同等品に関する申告書等の資料を 

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。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 市民局窓口サービス課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １３４３０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎泡消火薬剤産業廃棄物処分業務委託 

納入／履行場所 
受託者処理施設 

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 

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有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

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（廃酸及び廃アルカリ）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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 青葉区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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横浜市調達公告第53号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行（消費税率８％適用） 

次のとおり、「市長公舎庭園管理業務委託」ほか199件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成26年２月４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）（以下「有資格者名簿」とい

う。）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日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」

という。）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（休日等を除く。）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８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 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
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(1) 横浜市契約規則第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、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
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者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合

の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23

条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降

において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又

は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争

入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者

要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １４０２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市長公舎庭園管理業務委託 

納入／履行場所 
市長公舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 政策局秘書課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１２０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
今井川地下調節池等運転管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区狩場町５５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町６０５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部方面雨水調整池雨量・水位データ集計業務委託 

納入／履行場所 
緑区霧が丘１番１号ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
路上不法投棄廃棄物収集・運搬・処理委託 

納入／履行場所 
横浜市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業（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）の許可を受けている者。 

⑥産業廃棄物処分業（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）の許可を受けている者。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００２４ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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・コンクリート 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００２５ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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・コンクリート 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００２６ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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・コンクリート 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００２７ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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・コンクリート 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
野毛ちかみち受変電設備保守点検委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００２９ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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・コンクリート 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福富町西公園地下駐車場ほか５か所受変電設備保守点検委託 

納入／履行場所 
中区福富町西通ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００３５ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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・コンクリート 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１２０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなとみらい歩道橋警備・管理委託 

納入／履行場所 
西区高島一丁目１番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１４０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
赤レンガパーク等新港地区等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 

有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
赤レンガパーク便所等清掃業務委託 

納入／履行場所 
赤レンガパークほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新港地区清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１４０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大さん橋地区清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区海岸通一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１４０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜港大黒ふ頭区域等清掃業務委託 

納入／履行場所 
大黒ふ頭ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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ロードスイーパー及び散水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（画像）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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１４０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末広水際線プロムナード清掃業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区末広町１丁目 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４１４０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
汽車道等警備管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港二丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成２１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を有する者（平 

成２６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（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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１４０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大判インクジェットプリンター 一式の借入 

納入／履行場所 
港湾局維持保全課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 港湾局維持保全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４１４０４０００２ 

件名 
大判インクジェットプリンター 一式の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２１０２００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
夏用作業服Ｂ女性上衣 ２８着ほかの製造 

納入／履行場所 
環境創造局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ７月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

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。 

４．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）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 

※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 環境創造局総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０２００４９ 

件名 
夏用作業服Ｂ女性上衣 ２８着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２１０３０００７ 

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洗浄スクリーンかす等運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部下水道センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業（鉱さい）の許可を受けている者。 

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 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センター沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 



横浜市報調達公告版 

第６号 平成26年２月４日発行 

56 

 

契約番号 １４２１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新羽ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局新羽ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北水再生センター沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局港北水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００１２ 

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油性スカム等運搬処分業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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。 

⑤産業廃棄物処分業（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 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局中部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第６号 平成26年２月４日発行 

59 

 

契約番号 １４２１０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局磯子ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局保土ケ谷ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００１５ 

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天井走行クレーン保守点検業務委託 

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２６年 ４月 １日から平成２６年１２月２６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 環境創造局下水道施設管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部水再生センター等天井走行クレーン保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ８月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 環境創造局下水道施設管理課 

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６号 平成26年２月４日発行 

63 

 

契約番号 １４２１０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市風力発電所風車設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区鈴繁町８－１ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局環境エネルギー課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末吉ポンプ場等放流樋管点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局末吉ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ７月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第６号 平成26年２月４日発行 

65 

 

契約番号 １４２１０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
二俣川地下道ポンプ場等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局二俣川地下道ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守又は機械設備保守 

格付等級 【電気設備保守：－】又は【機械設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に登録があること又は種 

目「電気設備保守」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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局都筑水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大岡ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局大岡ポンプ施設ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守又は機械設備保守 

格付等級 【電気設備保守：－】又は【機械設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に登録があること又は種 

目「電気設備保守」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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
羽沢揚水ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局羽沢揚水ポンプ施設ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に登録があること又は種 

目「電気設備保守」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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター等幹線水質監視装置保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センターりん濃度測定装置保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

納入／履行場所 
環境創造局都筑水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局都筑水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００３６ 

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沈砂運搬業務委託 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北綱島ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北綱島ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄第二水再生センター等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局栄第二水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 環境創造局栄水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園ほか１０公園公衆便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
三ツ沢公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６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） 

  ※ Ａ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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
補助測定局測定機器等保守管理及びデータ整理業務 

納入／履行場所 
金沢区堀口３５ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時４０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
元町公園ほか５施設ナイター照明施設保守点検委託 

納入／履行場所 
元町公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００４８ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
旭区、緑区、青葉区、都筑区及び瀬谷区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

④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。 

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 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
鶴見区、神奈川区、西区、保土ケ谷区及び港北区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

④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。 

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 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
中区、南区、戸塚区、栄区及び泉区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

④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。 

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 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区ほか２区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
港南区、磯子区及び金沢区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

④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。 

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 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
根岸森林公園ほか自家用電気負荷設備等保守点検委託 

納入／履行場所 
根岸森林公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００８８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
万世ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局万世ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ２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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３００８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局金沢水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ２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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
こども自然公園ほか４公園維持業務委託 

納入／履行場所 
こども自然公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部公園緑地事務所管内公園維持業務委託 

納入／履行場所 
金沢区富岡東二丁目９番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３００９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北綱島ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北綱島ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ２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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０１３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ２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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 



横浜市報調達公告版 

第６号 平成26年２月４日発行 

91 

 

契約番号 １４２１０３０１３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
環境科学研究所電気・機械設備保守清掃作業委託 

納入／履行場所 
環境創造局環境科学研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

 （１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、延床面積３，０００平方メートル以上の建築物に関する 

運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行 

した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 環境創造局環境科学研究所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０１３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園電気設備常駐管理委託 

納入／履行場所 
三ツ沢公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０１４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
山下公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
中区山手町１１４ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢公園一部清掃業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区三ツ沢西町３番１号 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ポートサイド公園ほか１公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区大野町１番地４ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
こども自然公園くずかご清掃等業務委託 

納入／履行場所 
旭区大池町６５番地１ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ダイオキシン類試料等採取業務委託 

納入／履行場所 
中区本牧ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と、準市内業者及び市外業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時５５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
第１期事業場立入調査における分析委託 

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 環境創造局水・土壌環境課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０３０１５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
菊名桜山公園トイレ棟扉鍵開閉警備業務委託 

納入／履行場所 
菊名桜山公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園フランス山地区巡回警備委託 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大通り公園ほか１公園巡回警備委託 

納入／履行場所 
大通り公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時２０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２１０３０１５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
根岸森林公園拡張区域警備委託 

納入／履行場所 
中区簑沢７番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時２０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 環境創造局公園緑地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０４０００１ 

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パソコン １台ほかの借入 

納入／履行場所 
環境創造局中部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成３１年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 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 １４２１０４０００１ 

件名 
中部水再生センターパソコン １台ほかの借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２１０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
モノクロレーザープリンター １台ほかの借入 

納入／履行場所 
環境創造局下水道設備課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 環境創造局下水道設備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０４０００２ 

件名 
モノクロレーザープリンター １台ほかの借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２１０４０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デスクトップパソコン ４台の借入 

納入／履行場所 
環境創造局港北水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成３１年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 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 １４２１０４０００３ 

件名 
デスクトップパソコン ４台の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２１０４０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
モノクロレーザープリンター １台ほかの借入 

納入／履行場所 
環境創造局管路整備課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 環境創造局管路整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０４０００５ 

件名 
モノクロレーザープリンター １台ほかの借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２１０４０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大型プリンター １台の借入 

納入／履行場所 
環境創造局管路整備課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 環境創造局管路整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２１０４０００６ 

件名 
大型プリンター １台の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２２０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
夏用作業服ＳＢ（上衣） ２，５５１着ほかの製造 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２６年 ７月１０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

２．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。 

３．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※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 資源循環局職員課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０２０００３ 

件名 
夏用作業服ＳＢ（上衣） ２，５５１着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場ボイラーチューブ等清掃委託 

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２６年 ４月 １日から平成２７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 

種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場煙突清掃委託 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場ほかクレーンワイヤー交換委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務と同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 資源循環局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場ほかクレーンワイヤー交換委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 資源循環局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道清掃に係る一般廃棄物処理委託 

納入／履行場所 
みなとみらい２１クリーンセンターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

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 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服、防寒衣及び寝具類の洗濯 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 【クリーニング：クリーニング】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局職員課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（磯子区・金沢区） 

納入／履行場所 
八幡橋公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（西区２・保土ケ谷区・旭区・瀬谷区） 

納入／履行場所 
西平沼橋公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公衆トイレ清掃業務委託（鶴見区・神奈川区・港北区） 

納入／履行場所 
花月園前駅構内公衆トイレほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３００６１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
放射性物質濃度測定業務委託 

納入／履行場所 
資源循環局資源政策課調査等担当 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３００６２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
焼却工場排ガス放射性物質濃度測定委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と、準市内業者及び市外業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０３００６３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神明台処分地環境調査委託 

納入／履行場所 
資源循環局神明台処分地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と、準市内業者及び市外業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

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、特定濃度、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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５２０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ａブロック（鶴見区・神奈川区・西区）】 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

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この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５８０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｂブロック（中区・南区・港南区）】 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

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この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙６１０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｃブロック（保土ケ谷区・旭区・瀬谷区）】 

納入／履行場所 
資源循環局保土ケ谷事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

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この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙４１０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｄブロック（磯子区・金沢区）】 

納入／履行場所 
資源循環局磯子事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙２７０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｅブロック（港北区）】 

納入／履行場所 
資源循環局港北事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙６５０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｆブロック（緑区・青葉区・都筑区）】 

納入／履行場所 
資源循環局緑事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙５４０，０００ｋｇ（概算）の売払【Ｇブロック（戸塚区・栄区・泉区）】 

納入／履行場所 
資源循環局戸塚事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

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この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 資源循環局一般廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２２０５００１０ 

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）９５トン（概算）の売払（平成２６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２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１１ 

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）７１トン（概算）の売払（平成２６年４月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１２ 

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）１２３トン（概算）の売払（平成２６年４月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山一丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１３ 

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）７８トン（概算）の売払（平成２６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２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１４ 

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）１０７トン（概算）の売払（平成２６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２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１５ 

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）８９トン（概算）の売払（平成２６年４月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１６ 

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）１３８トン（概算）の売払（平成２６年４月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター（緑区上山一丁目３番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１７ 

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）８４トン（概算）の売払（平成２６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２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１８ 

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）２７５トン（概算）の売払（平成２６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２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００１９ 

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）１９５トン（概算）の売払（平成２６年４月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター（金沢区幸浦二丁目７番１号）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００２０ 

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）３７８トン（概算）の売払（平成２６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２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２２０５００２１ 

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）１４５トン（概算）の売払（平成２６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２６年 ４月 １日から平成２６年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市役所本庁舎設備運転監視等業務委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２９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 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 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。 

２ 平成 26 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

３ この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 建築局保全推進課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅前地区中央土地区画整理事業公共施設清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区吉田町ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 都市整備局戸塚中央区画整理事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２４０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
桜木町駅前歩行者広場等警備業務委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 都市整備局ＭＭ２１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 １４２４０４０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
デスクトップパソコン １台ほかの借入 

納入／履行場所 
都市整備局市街地整備調整課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 都市整備局市街地整備調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２４０４０００１ 

件名 
デスクトップパソコン １台ほかの借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２４０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
カラー複合機 １台の借入 

納入／履行場所 
都市整備局金沢八景駅東口開発事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 都市整備局金沢八景駅東口開発事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２４０４０００２ 

件名 
カラー複合機 １台の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４２５０２０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保育・指導員服上衣（冬）（ユニ・コーポレーション） ３６０着ほか 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２６年１０月 ３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る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２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００１ 

件名 
保育・指導員服上衣（冬）（ユニ・コーポレーション） ３６０着ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 17 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
訪問用作業衣（保育・指導員服）上衣夏－Ｐ（東レ、自重堂、ジーベック又は小倉屋） ２８

４着ほか 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２６年 ８月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る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２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００２ 

件名 
訪問用作業衣（保育・指導員服）上衣夏－Ｐ（東レ、自重堂、ジーベック又は小倉屋） ２８

４着ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 17 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
難燃性作業服上衣２号～６号（自重堂） １４４着ほか 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２６年 ６月 ５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品に係る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２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００３ 

件名 
難燃性作業服上衣２号～６号（自重堂） １４４着ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 17 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服Ａ上衣半袖（夏） ４１９着ほかの製造 

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２６年 ８月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

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。 

４．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００４ 

件名 
作業服Ａ上衣半袖（夏） ４１９着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
窓口作業服 １，２８３着の製造 

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２６年 ８月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

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。 

４．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００５ 

件名 
窓口作業服 １，２８３着の製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
外勤ブレザー ２６３着の製造 

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２６年 ８月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

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。 

４．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００６ 

件名 
外勤ブレザー ２６３着の製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業服Ｂ上衣（夏） ３２３着ほかの製造 

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２６年 ８月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

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。 

４．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００７ 

件名 
作業服Ｂ上衣（夏） ３２３着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
作業帽（メッシュなし） １，１１８個ほかの製造 

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２６年 ８月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

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。 

４．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※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 
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契約番号 １４２５０２０００８ 

件名 
作業帽（メッシュなし） １，１１８個ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
料理服上衣（半袖） ２２５着ほかの製造 

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２６年 ８月 ４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目に第３位までに登録があり、かつ、細目「制服、作 

業服、事務服等の製造」を登録していること。 

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。 

４．当該物品の主材料に係るメーカー、販売代理店等の出荷引受証明を受けた者であるこ 

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

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２６年 ２月２８日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ３月 ３日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※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６号 平成26年２月４日発行 

171 

 

契約番号 １４２５０２０００９ 

件名 
料理服上衣（半袖） ２２５着ほかの製造 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

２．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 26 年２月 21 日の午後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。 

３．その他詳細は、調達公告及び仕様書に添付されている「被服の入札における提出書類 

について」を確認すること。 

 

 

 

 

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 １４２５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市役所本庁舎空気調和機（パッケージ型）等の保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 総務局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２７０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部児童相談所一時保護所清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市北部児童相談所一時保護所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 こども青少年局北部児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２７０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等運転・監視及び日常点検・保守業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

 （１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、延床面積４，０００平方メートル以上の建築物に関する 

運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行 

した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２７０３００１０ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２８０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部斎場空気調和設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市北部斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２８０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速液体クロマトグラフ装置の点検及び保守委託 

納入／履行場所 
健康福祉局南部市場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 健康福祉局南部市場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ガスクロマトグラフ質量分析計の保守点検 

納入／履行場所 
健康福祉局本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速液体クロマトグラフ質量分析計の保守点検委託 

納入／履行場所 
健康福祉局本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
松風学園庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市松風学園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 健康福祉局松風学園 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山墓地塵芥搬出処理委託 

納入／履行場所 
久保山墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業（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）の許可を受けている者。 

⑥産業廃棄物処分業（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）の許可を受けている者。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２８０３００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
衛生研究所運転監視業務委託 

納入／履行場所 
健康福祉局衛生研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６年１２月２６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 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

 （１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、延床面積５，０００平方メートル以上の建築物に関する 

運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行 

した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時１５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 健康福祉局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉保健センター排水水質測定検査委託（１８区分） 

納入／履行場所 
各区福祉保健センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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 

①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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
動物愛護センター警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市動物愛護センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２６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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１年４月１日以降に元請として６ 

か月以上継続して履行した実績を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 健康福祉局動物愛護センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２８０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
衛生研究所タンデム型高速液体クロマトグラフ質量分析計システム（Ｗａｔｅｒｓ ＸＥＶＯ

ＴＱＤ）保守委託 

納入／履行場所 
健康福祉局衛生研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 健康福祉局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４２９０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場冷暖房設備保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市食肉市場運営課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時４０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２９０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場公衆便所清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場本場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２９０３００２７ 

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 
横浜市中央卸売市場南部市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２９０３００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場南部市場内警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場南部市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務及び同法第２条第１項第２号に規定する業 

務を平成２１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を有する者（平 

成２６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（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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４２９０４０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場管理システム機器等 一式の借入 

納入／履行場所 
経済局中央卸売市場食肉市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成３１年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 一般賃貸 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

１．有資格者名簿において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．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。 

提出書類 

引受証明書 

※提出期限：平成２６年３月４日午後５時まで 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月２４日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５日（火）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 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 １４２９０４０００２ 

件名 
食肉市場管理システム機器等 一式の借入 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

設計図書に関する質問及び回答 

１．質問書の締切日時及び提出方法 

平成２６年２月１４日午後４時までに契約第二課へ電子メール（送信先アドレスは公告に 

記載のとおり。）により提出すること（書式はダウンロード可能。）。 

２．質問に対する回答 

平成２６年２月２０日午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

３．同等品資料の締切日時及び提出方法 

事前に同等品の確認を求める場合は、質問書の提出期限までに同等品に関する申告書（書 

式はダウンロード可能。）等の資料を電子メール（送信先アドレスは質問書と同じ。）に 

より契約第二課へ提出すること。回答は、質問に対する回答の期日までに直接行う（随時 

）。 

 

その他 

１．平成２６年度分のリース料総額（税込）の１００／１０８で見積もること。 

２．この契約は、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約とする。 

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

ける登録内容によるものとする。 

４．この契約は、平成２６年度横浜市各会計予算が平成２６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 １４３１０３０００６ 

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２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 
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契約番号 １４３１０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区車道清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一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。 

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。 

⑤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ロードスイーパー及び散水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（画像）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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 
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契約番号 １４３１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区施設清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 
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契約番号 １４３２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区車道清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一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。 

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。 

⑤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ロードスイーパー及び散水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（画像）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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３２０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区施設清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３３０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
西区西土木事務所管内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 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 １４３３０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区施設清掃委託 

納入／履行場所 
西区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 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 １４３３０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区車道清掃委託 

納入／履行場所 
西区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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ロードスイーパー及び散水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（画像）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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 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 １４３４０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市開港記念会館（中公会堂）清掃・設備管理委託 

納入／履行場所 
横浜市開港記念会館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３４０３０００４ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３４０３０００５ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３４０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区車道清掃委託（その１） 

納入／履行場所 
中区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一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。 

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。 

⑤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ロードスイーパー及び散水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（画像）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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時４５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区車道清掃委託（その２） 

納入／履行場所 
中区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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ロードスイーパー及び散水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（画像）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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時４５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区施設清掃委託 

納入／履行場所 
中区管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時４５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３４０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区寿町清掃委託 

納入／履行場所 
中区寿町地先 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時４５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区総合庁舎運転・監視及び日常点検・保守業務委託 

納入／履行場所 
南区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３５０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園廃棄物収集運搬処分業務委託 

納入／履行場所 
蒔田公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業（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）の許可を受けている者。 

⑥産業廃棄物処分業（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）の許可を受けている者。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３５０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園内便所清掃委託 

納入／履行場所 
蒔田公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３６０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町２８２番地先から１６０６番地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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６号 平成26年２月４日発行 

211 

 

契約番号 １４３６０３０００４ 

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１） 

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２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３７０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区西久保町公園他２０公園公衆便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
西久保町公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３７０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区街路樹維持業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３８０３０００３ 

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１） 

納入／履行場所 
若葉台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４３８０３０００４ 

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２６年 ４月 １日から平成２６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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 



横浜市報調達公告版 

第６号 平成26年２月４日発行 

216 

 

契約番号 １４３８０３０００９ 

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 
旭土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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）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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４００３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区内区所管公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
能見堂緑地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４００３０００４ 

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（北部） 

納入／履行場所 
長浜緑地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区総合庁舎清掃等委託 

納入／履行場所 
港北区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内河川水路維持管理委託 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 
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契約番号 １４４１０３０００６ 

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１） 

納入／履行場所 
新横浜駅前公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 
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契約番号 １４４１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内スクリーン点検・清掃委託 

納入／履行場所 
港北区篠原町１０３４番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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）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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 
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契約番号 １４４２０３０００３ 

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１） 

納入／履行場所 
緑区緑土木事務所管内西部ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４２０３０００４ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内スクリーン点検掃除委託 

納入／履行場所 
緑土木管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

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）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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４３０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
青葉区総合庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 青葉区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４４３０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園便所清掃業務委託 

納入／履行場所 
鴨志田公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４３０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区内北東部方面雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
青葉区荏田町４８７番地２地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４４０３０００５ 

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１） 

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 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４５０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
戸塚区北部地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４５０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
戸塚区南部地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４５０３０００７ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月２３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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４６０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
栄区本郷台四丁目２５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４６０３０００４ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４７０３０００４ 

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２６年 ４月 １日から平成２７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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４４８０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区内公園トイレ清掃業務委託 

納入／履行場所 
相沢四丁目公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４５５０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
消防訓練センター庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 消防局管理・研究課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５５０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浅間町消防出張所ほか１８出張所定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
西消防署浅間町消防出張所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７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 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 消防局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５５０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
署系携帯無線機保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市消防司令センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 通信設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 消防局司令課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央図書館総合管理業務委託 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 １４７１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立戸塚高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立南高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなと総合高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立みなと総合高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 ２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 

この入札は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 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 １４７１０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見図書館清掃等業務委託 

納入／履行場所 
横浜市鶴見図書館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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 教育委員会事務局鶴見図書館 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大曽根小学校外２８校自家用電気工作物保安管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立大曽根小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浦島小学校外３０校自家用電気工作物保安管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立浦島小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時３０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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０３００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野中央高等特別支援学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立日野中央高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

 （１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２１年４月１日以降に、延床面積７，０００平方メートル以上の建築物に関する 

運転・監視及び日常点検・保守業務の契約を元請として締結し、１年間以上継続して履行 

した実績を有する者（平成２６年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 ２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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４７１０３００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上寺尾小学校ほか８校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立上寺尾小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会において 

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第６号 平成26年２月４日発行 

249 

 

 

横浜市調達公告第 54 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 26 年２月４日 

契約事務受任者 

横浜市教育長 岡 田 優 子 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   ア 横浜市立本郷特別支援学校スクールバス西戸塚コース運行業務委託 一式 

イ 横浜市立上菅田特別支援学校スクールバス９コース運行業務委託 一式 

ウ 横浜市立上菅田特別支援学校スクールバス 10 コース運行業務委託 一式 

エ 横浜市立若葉台特別支援学校スクールバス１コース運行業務委託 一式 

オ 横浜市立若葉台特別支援学校スクールバス２コース運行業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   第１号アからオまでに掲げる業務ともに、次のとおりとする。 

ア 履行期間（平成 26 年度分） 

平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日まで 

  イ 総履行期間 

平成 26 年４月１日から平成 31 年３月 31 日まで 

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

 (4) 履行場所 

入札説明書による。 

 (5) 入札方法 

第１号アからオまでに掲げる件名ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間における委託料の概算

数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市契約規則（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「その他の委託

等」又は「その他の業務」に登録が認められている者で、かつ、Ａ又はＢの等級に格付けされている

ものであること。 

(3) 平成 26 年２月 13 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の措置を受けていない者であること。 

(4) 当該業務もしくはこれと同種の業務の実績を有する者であること又は当該業務の履行が可能な者で

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26年２月13日午後５時 

(2) 提出書類及び提出部課 

  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 

横浜市教育委員会事務局指導部特別支援教育課（関内駅前第一ビル４階） 

松村 電話 045(671)3958（直通） 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市教育委員会事務局指導部特別支援教育課ホームページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/bunya/bunya6000.html) 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 26 年２月 27 日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及

び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局指導部特別支援教育課（関内駅前第一ビル４階 ） 

電話 045(671)3958（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 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

第１項第１号アからオまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 26 年３月 18 日午前９時 30 分 

イ 平成 26 年３月 18 日午前 10 時 

ウ 平成 26 年３月 18 日午前 10 時 30 分 

エ 平成 26 年３月 18 日午前 11 時 

オ 平成 26 年３月 18 日午前 11 時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

中区真砂町２丁目 12 番地 

関内駅前第一ビル２階 205Ｆ会議室 

イ 郵送による入札書の提出 

平成 26 年３月 17 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

第１項第１号アからオまでに掲げる業務ごとに、次のとおりとする。 

ア 平成 26 年３月 18 日午前９時 30 分 

イ 平成 26 年３月 18 日午前 10 時 

ウ 平成 26 年３月 18 日午前 10 時 30 分 

エ 平成 26 年３月 18 日午前 11 時 

オ 平成 26 年３月 18 日午前 11 時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 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 
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いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 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。 

また、この契約は地方自治法 234 条の３に基づく長期継続契約であるため、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。また、受託者は、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ことにより、本市が本件契約を解除した場合において、本市

が翌年度以降に支払いを予定していた委託料について請求することはできないものとする。また、受

託者は、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があったことにより、本市が本件契約を変更又は解除

した場合に生じた損害の賠償について本市に請求することはできない。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

① Service of school bus“the Nishitotsuka course”of the Yokohama municipal Hongo Special 

Support School. 

② Service of school bus“the ９ course” of the Yokohama municipal Kamisugeta Special 

Support School. 

③ Service of school bus“the 10 course” of the Yokohama municipal Kamisugeta Special 

Support School. 

④  Service of school bus“ the １ course”  of the Yokohama municipal Wakabadai Special 

Support School. 

⑤  Service of school bus“ the ２ course”  of the Yokohama municipal Wakabadai Special 

Support School. 

 (2) Deadline for the tender:  

① 9:30 a.m. , 18 March, 2014 

② 10:00 a.m. , 18 March, 2014 

③ 10:30 a.m. , 18 March, 2014 

④ 11:00 a.m. , 18 March, 2014 

⑤ 11:30 a.m. , 18 March, 2014 

(3) Contact point for the notice: Special Support Education Division， Board of Education   

Secretariat, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045(671)3958 
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横浜市調達公告第55号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成26年２月４日 

                                契約事務受任者 

                                横浜市財政局長 柏 崎   誠 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関す

る事務を担

当する部課

の名称及び

所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意

契約の相手方の

氏名又は名称及

び住所又は所在

地 

落札金額又

は随意契約

に係る契約

金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随 意

契 約

の 理

由 

１ デスクトップパ

ソコン本体 300

台ほかの購入 

財政局契約

部契約第二

課 

中区港町１

丁目１番地 

平成25年

12月17日

株式会社ミナト

事務器 

南区中里一丁目

９番27号 

円

32,391,030

一般競争

入札 

平成25年

11月５日

－ 

２ 白灯油 

約90,000リット

ルの購入 

同 同 株式会社豊商会

西区高島一丁目

４番12号 

8,013,600

同 同 － 

３ 特Ａ重油  

約42,000リット

ルの購入 

同 同 株式会社サンオ

ータス 

港北区新横浜二

丁目４番地15 

3,647,070

同 同 － 

４ 白灯油  

約104,000リット

ルの購入 

同 同 同 

9,301,656

同 同 － 

５ 白灯油  

約292,000リット

ルの購入 

同 同 株式会社シブヤ

エネックス 

港南区 戸一丁

目21番31号 

25,907,700

同 同 － 

６ ノートパソコン 

530台の購入 

同 平成25年

12月18日

株式会社ワイイ

ーシーソリュー

ションズ 

中区山下町22番

地 

48,090,000

同 同 － 
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横浜市調達公告第 56 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 26 年２月４日 

                                契約事務受任者 

    横浜市消防局長 荒 井   守 

番 

号 

落札又は随意

契約に係る物

品等又は特定

役務の名称及

び数量 

契約に関す

る事務を担

当する部課

の名称及び

所在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は

随意契約に係

る契約金額 

契 約 の

相 手 方

を 決 定

し た 手

続 

当 該 入

札 公 告

を 行 っ

た日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 航空機用ジェ

ット燃料（Ｊ

ＥＴ Ａ－

１） 

約 69,000 リ

ットルの購入 

消防局総務

部総務課 

保土ケ谷区

川辺町２番

地の９ 

平 成 26

年１月 10

日 

マイナミ空港サー

ビス株式会社 

東京都港区元赤坂

１丁目７番８号 

 

     円

7,955,010

一 般 競

争入札 

平成 25

年 11 月

19 日  

  － 
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水道局調達公告第15号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり、「水質課Ｇｅ半導体放射性物質測定装置（ＳＥＧ－ＥＭＳ）保守点検委託」ほか８件の契約

について、一般競争入札を行う。 

平成26年２月４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）（以下「有資格者名簿」と

いう。）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日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」

という。）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（休日等を除く。）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８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 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

水 道 局 
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(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
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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、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 １４５２０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水質課Ｇｅ半導体放射性物質測定装置（ＳＥＧ－ＥＭＳ）保守点検委託 

納入／履行場所 
水道局水質課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記種目の 

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 １４５２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷第２分庁舎空調設備点検委託 

納入／履行場所 
水道局西谷第２分庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 水道局料金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部第一給水維持課清掃業務委託 

納入／履行場所 
水道局西部第一給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 水道局西部第一給水維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５２０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水道記念館ほか１５か所電気設備点検委託 

納入／履行場所 
水道局横浜水道記念館ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 １４５２０３００２０ 

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２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 １４５２０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷浄水場管内除草等作業委託 

納入／履行場所 
水道局牛久保配水池ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７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 

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 

有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時５０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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 １４５２０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
相模原沈澱事務所管内除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
相模原市南区下溝２２８５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 １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 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時４０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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 １４５２０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 １４５２０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道施設（市内施設）警備業務委託 

納入／履行場所 
水道局仏向配水池ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２１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を有する者（平成２６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（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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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15号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行（消費税率８％適用） 

次のとおり、「排水ポンプほか重要設備保守委託」ほか３件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成26年２月４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）（以下「有資格者名簿」と

いう。）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日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」

という。）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（休日等を除く。）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８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 8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。 

交 通 局 
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(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) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 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。 
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(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、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 １４５３０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
排水ポンプほか重要設備保守委託 

納入／履行場所 
交通局あざみ野駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１９日（水）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２１日（金）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２１日（金）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 交通局建築課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５３０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上永谷車両基地ほかクレーン定期自主検査 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

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２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 １４５３０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
駅施設シャッター等保守点検委託 

納入／履行場所 
関内駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：シャッター】 

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を第３位までに登録していること。準市内業者について 

は上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２６年 ２月１７日（月）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月１９日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月１９日（水）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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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 交通局建築課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １４５３０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
滝頭営業所ほか１営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局滝頭営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２６年 ４月 １日から平成２７年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、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２１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 

６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２６年 ２月２１日（金）午前 ９時００分から 

平成２６年 ２月２５日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２６年 ２月２５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 

この契約は、平成26年度横浜市各会計予算が平成26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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病院経営局調達公告第２号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行(消費税率８％適用) 

  次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成26年２月４日 

                                                  横浜市病院事業管理者 髙 橋 俊 毅 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市立市民病院で使用する電力 約11,122,300キロワットアワーの供給 

 (2) 供給内容 

   入札説明書による。 

 (3) 供給期間 

   平成26年４月１日から平成27年３月31日まで 

 (4) 供給場所 

   保土ケ谷区岡沢町56番地 

     横浜市立市民病院 

 (5) 入札方法 

   この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

 (1) 横浜市病院経営局契約規程（平成17年３月病院経営局規程第32号）第３条第１項に掲げる者でない

こと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。   

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

「細目Ａ 電力」に登録が認められている者であること。 

 (3) 平成26年２月13日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市病院経営局一般競争参加停

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

。 

 (4)  電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条第１項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を

得ている者又は同法第16条の２第１項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている

者であること。 

(5) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること 

(6) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を 

提出している者であること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 申請期限 

   平成26年２月13日午後５時 

(2) 提出書類及び提出部課 

   入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

     〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町56番地 

     横浜市立市民病院管理部総務課 

     中嶋（康） 電話045 (331) 1961 内線 4605 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

 (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

病 院 経 営 局 
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。）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 

    横浜市病院経営局ホームページ入札契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.lg.jp/byoin/） 

    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26年２月28日まで（ただし、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日から翌年の１月３日までを除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 貸出場所 

   〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町56番地 

     横浜市立市民病院総務部総務課 

     電話 045（331）1961 内線4605 

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 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

      平成26年３月18日午前10時 

(ｲ) 入札場所 

保土ケ谷区岡沢町56番地 

      横浜市立市民病院がん検診センター４階講堂 

   イ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前10時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市病院経営局契約規程第24条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札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) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

  横浜市病院経営局契約規程第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   １か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。 

12 その他  

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成26年度横浜市病院事業会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において可
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決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

   Provision of approx.11,122,300kWh of electricity consumed by Yokohama Citizens Hospital 

(2) Deadline for the tnder: 10:00 a.m., 18 March, 2014 

 (3) Contact point for the notice: 

     General Affairs Division, Administration Promotion Department,  

     Yokohama Citizens Hospital,  

     56 Okazawa-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 

    TEL 045 (331) 1961 
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病院経営局調達公告第３号 

   特定調達契約に係る一般競争入札の施行(消費税率８％適用) 

  次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成26年２月４日 

横浜市病院事業管理者 髙 橋 俊 毅 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市立市民病院清掃及び清潔管理業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

   入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   平成26年４月１日から平成27年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

保土ケ谷区岡沢町56番地 

     横浜市立市民病院 

 (5) 入札方法 

   この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成17年３月病院経営局規程第32号）第３条第１項に掲げる者でない

こと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

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

録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされているものであること。 

 (3) 平成26年２月13日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市病院経営局一般競争参加停

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

。 

 (4) 病床数500床以上を有する病院で、集中治療室等の清潔区域を含む清掃を過去５年以内に行い、かつ

継続して１年間以上の履行実績を有する者であること。 

 (5) 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に掲げる条件をすべて満たしている者であ

ること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 申請期限 

   平成26年２月13日午後５時 

(2) 提出書類及び提出部課 

   入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

     〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町56番地 

     横浜市立市民病院総務部総務課 

     永井 電話045(331)1961 内線4605 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

 (1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 
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６ 入札説明書等の交付 

   横浜市病院経営局ホームページ入札契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.lg.jp/byoin/） 

    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26年２月28日まで（ただし、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日から翌年の１月３日までを除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 貸出場所 

   〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町56番地 

     横浜市立市民病院総務部総務課 

     電話 045（331）1961 内線4605 

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 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

     平成26年３月18日午前11時 

(ｲ) 入札場所 

 保土ケ谷区岡沢町56番地 

     横浜市立市民病院がん検診センター４階講堂 

  イ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月17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26年３月18日午前11時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市病院経営局契約規程第24条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札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) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定  

  横浜市病院経営局契約規程第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、 低の価格をもって入札した者を落札者とする

ことがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

 (1) 前金払 

   行わない。 

 (2) 契約金の支払方法 

   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 契約の条件 

   この契約は、平成26年度横浜市病院事業会計予算が平成26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。 
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(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

(1) Subject matter of the contract:  

Cleaning of Yokohama Citizens Hospital, 1 Set 

(2) Deadline for the tender: 11:00 a.m., 18 March, 2014 

 (3) Contact point for the notice: 

     General Affairs Division, Administration Promotion Department,  

     Yokohama Citizens Hospital, 

     56 Okazawa-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 

     TEL 045 (331) 1961 
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病院経営局調達公告第４号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行（消費税率８％適用） 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

     平成26年２月４日 

横浜市病院事業管理者 高 橋 俊 毅 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   横浜市立脳血管医療センター産業廃棄物等運搬処理業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

ア 履行期間（平成26年度分） 

平成26年４月１日から平成27年３月31日まで 

イ 総履行期間 

 平成26年４月１日から平成29年３月31日まで 

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

 (4) 履行場所 

   磯子区滝頭一丁目２番１号 

   横浜市立脳血管医療センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

確認を受けなければならない。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程（平成17年３月病院経営局規程第32号）第３条第１項に掲げる者でない

こと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成26年２月14日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市病院経営局一般競争参加停

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

。 

(3) 平成25・26年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「廃棄物処理」に

登録が認められている者であること。 

(4) 当該業務の履行に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による産業

廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分

業の許可を受けている者であること。 

   (5) 当該業務又はこれと同種の業務を、300床以上の病院で過去３年以内に行った実績を有する者である

こと。 

３ 入札参加の手続 

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

載手続を行う者を含む。）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) 申請期限 

平成26年２月14日午後５時まで 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部総務課 

青山 電話 045(753)2615（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 
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(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記載した電磁的記録を含む。以下同じ。

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付方法等 

  横浜市病院経営局ホームページ入札・契約情報からダウンロード可能。 

  （http://www.city.yokohama.lg.jp/byoin/nyusatsu/nou-list.html） 

  また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成26年２月28日まで（ただし、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日までを除く毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター管理部総務課 

電話 045(753)2615（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

 ア 持参による入札書の提出 

 (ｱ) 入札日時  

平成26年３月19日午前10時 

(ｲ) 入札場所 

〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号 

横浜市立脳血管医療センター２階会議室 

 イ 郵送による入札書の提出 

平成26年３月18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26年３月19日午前10時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市病院経営局契約規程第24条の規定に該当する入札 

(2) 第２項の入札資格条件を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札  

９ 落札者の決定 

横浜市病院経営局契約規程第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で 低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格

の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、 低の価格をもって入札した者を落札者とする

ことがある。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
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(2) 契約書作成の要否 

  要する。 

(3) 契約の条件 

ア この契約は、平成26年度横浜市病院事業会計予算が平成26年３月31日までに横浜市議会において

可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。 

イ この契約は地方自治法234条の３に基づく長期継続契約であるため、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。また、受託者は、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ことにより、本市が本件契約を解除した場合において、本市

が翌年度以降に支払いを予定していた委託料について請求することはできないものとする。また、

受託者は、本契約に係る歳出予算の減額又は削除があったことにより、本市が本件契約を変更又は

解除した場合に生じた損害の賠償について本市に請求することはできない。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Industrial waste processing of Yokohama Stroke and Brain Center,１ Set 

(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 19, March, 2014  

(3) Contact point for the notice: 

 Management Division，Yokohama Stroke and Brain Center 1-2-1 Takigashira,Isogo-ku,    

 Yokohama,235-0012, TEL 045(753)2615 

 


