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横浜市調達公告第349号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「高速横浜環状北西線（東方地区）街路整備工事（その２）」について、一般競争入札を行う。 

平成27年11月17日 

 契約事務受任者 

 横浜市副市長 柏 崎   誠 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２ 

  項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）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27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（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) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成27・28年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

 (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、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係） 

  （以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」という 

調 達 公 告 
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  。）等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより 

  入札保証金の納付を求める場合及び８(12)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする 

   こと。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけれ 

   ばならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期 

   間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ 

  ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す 

  ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100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108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 有資格者名簿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 

 (4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内 

  訳書の提出をした者が行った入札 

 (5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (6) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

 (7) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (9) 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 

 (10) 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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 
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 (1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者 

  のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ 

  た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

 (3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ 

  り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

 (5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) 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) (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、工事ごとに定める提出書類を、落札候 

  補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連 

  絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指 

  示に従わなければならない。上記期間内に書類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。 

 (7) (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。 

 (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要 

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

  は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札し 

  た他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工事ごとに定め 

  る前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の 

  ４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を 

  当該会計年度ごとに支払う。 

 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

８ その他 

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

  かは、工事ごとに明示する。 

 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 
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 (3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この 

  場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 

  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。 

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

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  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 

    ただし、開札日が同一週にある政府調達協定の対象となる工事以外の複数の工事（工事契約の入札 

   に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱による疑義申立てがあった工事を除く。以下「一連の工 

   事」という。）の落札候補者等となった有資格者が、一連の工事のうち、入札公告又は指名通知書に 

   定める開札予定日時が最も遅いものから順に落札者となることを辞退した場合は、指名停止を行わな 

   い。この場合においても、一連の工事の全部又は一部について、次のいずれかに該当するときは指名 

   停止を行う。 

   (ｱ) 落札候補（予定）者通知書の送付日の翌開庁日の17時を経過した後に正当な理由なく辞退したと 

    き。 

   (ｲ) 一般競争入札（条件付）において、期間内に提出すべき資格確認書類の提出後に正当な理由なく 

    辞退したとき。 

   (ｳ) 入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も早い工事について正当な理由なく辞退した 

    とき。 

  イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事の契約は締結しな 

  いものとする。 

 (9) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代 

  理人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取扱 

  要綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   2,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は5,000万円）未満のとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が5,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が2,500万円（工種「建築」の場合は5,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

 (10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成27・28年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定 

  価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高 

  請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８ 

  割に満たない者は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する 

  こと。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

 (11) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けている 
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  者は、入札取扱要綱第25条第１項第１号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

 (12) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 

  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (13) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜 

  市条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する 

  。 

 (14) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則 

  、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等に定めるところによ 

  るものとする。 
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契約番号 １５１２０１０１６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
高速横浜環状北西線（東方地区）街路整備工事（その２） 

施工場所 
都筑区東方町６５８番地先から６５４番地の４地先まで 

工事概要 

カルバート工（開削トンネル（３連２層ボックスカルバート、Ｌ＝２０．０ｍ）、開削ト 

ンネル（３連１層ボックスカルバート、Ｌ＝３９．０ｍ）、最大内空断面積 

約２８６．５ｍ２） 

工期 契約締結の日から平成３０年 １月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

※次頁のとおり 

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

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 

に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 

理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 

できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 

実績調書（工事内容欄に、入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実 

績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） （６）共同企業体 

協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月１４日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月１６日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月１７日（木）午後 ４時３１分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 道路局横浜環状北西線建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１２０１０１６６ 

工事件名 
高速横浜環状北西線（東方地区）街路整備工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 

（１）市内企業の技術修得を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体であるこ 

  と（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 

（２）構成員の数は２者であること。 

（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の４以上であるとと 

  もに、代表者となる構成員（以下「代表構成員」という。）の出資比率は、当該共同 

  企業体構成員中最大であること。 

（４）構成員の組み合わせは、前頁の入札参加資格のほか、次のア 代表構成員の資格要 

  件を全て満たす者と、イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を全て満たす 

  者による組み合わせであること。 

  ア 代表構成員の資格要件 

  （ア）開削工法による内空断面積が１７１ｍ２以上のボックスカルバートトンネル築 

    造工事（現場打ちに限る。）の元請としての施工実績を有すること。 

  （イ）前頁の技術者は、開削工法によるボックスカルバートトンネル築造工事（現場 

    打ちに限る。）の元請としての施工経験を有すること。 

  （ウ）平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本件工事と同工 

    種の工事最高請負実績の元請金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費 

    税相当額を含む。）の６割以上であること。 

  イ 第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 

  （ア）所在地区分が市内であること。 

  （イ）開削工法によるボックスカルバートトンネル築造工事（現場打ちに限る。）の 

    元請としての施工実績を有すること。 

 ※ 施工実績及び技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成したも 

  のに限る。なお、当該施工実績及び技術者の施工経験が共同企業体の構成員としての 

  実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る。 

（５）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

 

 

【注意事項】 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 

  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。 

（２）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（６）共同企業体 

  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１１） 

  を参照）。 

（３）この入札は、平成２７年度横浜市一般会計補正予算が横浜市会平成２７年第四回定 

  例会において可決されないときは、執行しないものとする。  

（４）本件工事は横浜市議会の議決に付すべき契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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横浜市調達公告第350号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「神奈川処理区地域防災拠点（錦台中）流末枝線管きょ耐震化工事（その２）」ほか13件の工

事について、一般競争入札を行う。 

平成27年11月17日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２ 

  項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）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27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（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) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成27・28年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

 (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、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係） 

  （以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」という 

  。）等に定めるところによる。 

２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより 
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  入札保証金の納付を求める場合及び８(12)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする 

   こと。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけれ 

   ばならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期 

   間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ 

  ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す 

  ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100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108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 有資格者名簿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 

 (4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内 

  訳書の提出をした者が行った入札 

 (5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (6) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

 (7) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (9) 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 

 (10) 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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

 (1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者 
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  のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ 

  た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

 (3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ 

  り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

 (5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) 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) (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、工事ごとに定める提出書類を、落札候 

  補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連 

  絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指 

  示に従わなければならない。上記期間内に書類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。 

 (7) (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。 

 (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要 

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

  は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札し 

  た他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工事ごとに定め 

  る前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の 

  ４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定 

  する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を 

  当該会計年度ごとに支払う。 

 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

８ その他 

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

  かは、工事ごとに明示する。 

 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

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

  場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 
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  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。 

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

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  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 

    ただし、開札日が同一週にある政府調達協定の対象となる工事以外の複数の工事（工事契約の入札 

   に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱による疑義申立てがあった工事を除く。以下「一連の工 

   事」という。）の落札候補者等となった有資格者が、一連の工事のうち、入札公告又は指名通知書に 

   定める開札予定日時が最も遅いものから順に落札者となることを辞退した場合は、指名停止を行わな 

   い。この場合においても、一連の工事の全部又は一部について、次のいずれかに該当するときは指名 

   停止を行う。 

   (ｱ) 落札候補（予定）者通知書の送付日の翌開庁日の17時を経過した後に正当な理由なく辞退したと 

    き。 

   (ｲ) 一般競争入札（条件付）において、期間内に提出すべき資格確認書類の提出後に正当な理由なく 

    辞退したとき。 

   (ｳ) 入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も早い工事について正当な理由なく辞退した 

    とき。 

  イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事の契約は締結しな 

  いものとする。 

 (9) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代 

  理人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取扱 

  要綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   2,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は5,000万円）未満のとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が5,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が2,500万円（工種「建築」の場合は5,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

 (10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成27・28年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定 

  価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高 

  請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８ 

  割に満たない者は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する 

  こと。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

 (11) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けている 

  者は、入札取扱要綱第25条第１項第１号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

 (12) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 
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  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (13) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜 

  市条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付すべきものである場合には、工事ごとに明示する 

  。 

 (14) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則 

  、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等に定めるところによ 

  るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第108号 平成27年11月17日発行 

14 

 

契約番号 １５２１０１０５０７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川処理区地域防災拠点（錦台中）流末枝線管きょ耐震化工事（その２） 

施工場所 
神奈川区神之木台７番９号地先から３番５号地先まで 

工事概要 

埋戻し土置換工（Φ１，２００ｍｍ～Φ１，５００ｍｍ、Ｌ＝２９４．５ｍ）、勾配復元 

工法（Φ１，５００ｍｍ、Ｌ＝５９．７ｍ） 

工期 契約締結の日から平成２８年 ４月２８日まで 

予定価格 ６０，７５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、港北区、青葉区又は都 

  筑区内のいずれかであること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時１７分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請  負実績額に係る適格性の審査 

について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意するこ 

と。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１３ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１０５０８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄処理区港南区内雨水浸透施設設置工事（その１７） 

施工場所 
港南区丸山台四丁目７番地先から１４番１６号地先までほか１か所 

工事概要 

雨水浸透ます設置工６６か所、取付管布設工（Φ１５０ｍｍ、８３か所）、既設人孔浮上 

防止工３か所 

工期 契約締結の日から平成２８年 ５月３１日まで 

予定価格 ６４，８５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）主たる営業所の所在地が、港南区、旭区、緑区、戸塚区、泉区又は瀬谷区内のいず 

  れかであること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時１８分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－３５７１ 
 

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

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第108号 平成27年11月17日発行 

16 

 

契約番号 １５３６０１００５３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南区打越高架橋ほか２か所補修工事 

施工場所 
港南区笹下五丁目１０番２３号地先ほか２か所 

工事概要 

コンクリート断面修復工一式、表面被覆工一式、橋面連続舗装工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１４日まで 

予定価格 ５９，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）平成１２年４月１日以降に完成した、次のいずれかの工事の元請としての施工実績 

  を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出 

  資比率が１０分の２以上のものに限る。 

  ア 橋梁上部のコンクリート部分の補修・補強工事 

  イ 支承取換工を含む工事 

  ウ コンクリート橋梁上部の築造又は製作・架設工事 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） （５）施工実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し 

、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時３０分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５１４０１０１０９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南本牧ふ頭建設工事・切替道路整備工 

施工場所 
中区南本牧３番地９地先 

工事概要 

車道舗装工３，４１２ｍ２、歩道舗装工９４４ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月２９日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 

  ア 横浜型地域貢献企業であること。 

  イ 平成２５年１１月１日から平成２７年１０月３１日までの間の最新月に完成した 

   工種「ほ装」に係る工事成績が８５点以上の者であること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等）（５）入札参加資格その他（１）アの場合、横浜型地域貢献企業認定証の写し（認 

定証の交付を受ける前においては、横浜型地域貢献企業の認定審査結果に係る通知書の写 

しでも可） （６）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 港湾局建設第二課 電話 ０４５－６７１－０８２１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５３８０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭区矢指町地内舗装補修工事・隧道補修工事 

施工場所 
旭区矢指町１１９４番地先から１９１２番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工５，７３３ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 

  ア 建設機械所有事業者であること。 

  イ 平成２５年１１月１日から平成２７年１０月３１日までの間の最新月に完成した 

   工種「ほ装」に係る工事成績が８０点以上の者であること。 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等）（５）入札参加資格その他（１）アの場合、建設機械を所有していること又は長期 

の賃貸借契約をしていることが確認できる書類（売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し 

等。）及び当該建設機械の写真（側面から撮影した全体が写っているもの。） （６）入 

札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５３９０１００４３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
市道磯子第２４５号線ほか歩道整備工事 

施工場所 
磯子区杉田二丁目１番９号地先から新杉田町３番１号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１９１ｍ２、透水性平板ブロック舗装工８２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時３３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５４００１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢文庫駅西口駅前広場再整備工事 

施工場所 
金沢区釜利谷東二丁目１番１号地先から１６番３６号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工４，５６０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）次のア又はイのいずれかの入札参加資格を満たす者であること。 

  ア 平成２６年度又は平成２７年度の土木・造園部門に係る優良工事表彰事業者であ 

   ること。    

  イ 平成２５年１１月１日から平成２７年１０月３１日までの間の最新月に完成した 

   工種「ほ装」に係る工事成績が８０点以上の者であること。  

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等）（５）入札参加資格その他（１）イの場合、工事完成検査結果通知書の写し 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時４５分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１４ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５４４０１００４９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑区東山田町地内舗装補修工事 

施工場所 
都筑区東山田町２５７番地先から３１８番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工４，６２３ｍ２、舗装打換工９９６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時４６分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事は、入札の中止による再度の発注である。 

工事担当課 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２９０１００１１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中央卸売市場本場市場大橋撤去工事（市場側） 

施工場所 
神奈川区山内町１番地先 

工事概要 

橋梁上部撤去工一式、橋梁下部撤去工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 港湾 

格付等級 - 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時４８分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 建築局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６０ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１０５４２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜動物の森公園植物公園基盤整備工事（その２） 

施工場所 
旭区上白根町１４２５番地４ほか 

工事概要 

園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 １０時００分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－４１２５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５０２０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事（電気設備工事） 

施工場所 
金沢区瀬戸４２４９番地の２０ 

工事概要 

間仕切り改修工、内部改修工、建具改修工 ほかの建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２８年１０月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 １０時１０分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 建築局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５２１０１０５４１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
菊名池公園ほか４公園照明施設改良工事 

施工場所 
港北区菊名一丁目８番１ほか４か所 

工事概要 

照明設備工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 １０時０２分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 環境創造局公園緑地整備課 電話 ０４５－６７１－２６１６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５０２０１０００４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事（空調設備工事） 

施工場所 
金沢区瀬戸４２４９番地の２０ 

工事概要 

間仕切り改修工、内部改修工、建具改修工 ほかの建築工事に伴う空調設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成２８年１０月３１日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること（ただし、代表構成員以外の構成

員は、国家資格を有する主任技術者でも可とする。）。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の要件を全て満たす特定建設共同企業体であること。 

（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である 

  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。 

（２）構成員の数は２者であること。 

（３）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、１０分の３以上であるとと 

  もに、代表者となる構成員の出資比率が、その共同企業体構成員中最大であること。 

（４）構成員の組合せは、入札参加資格を満たす者による組合せであること。 

（５）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し及び監理技術者講習修了証の写し（代表構成員以外の構成員で主任技術者を配置 

する場合は、（１）に記載した国家資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合 

格証明書の写し等）） （３）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認でき 

る書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （４）共同企業 

体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 ７日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月１０日（木）午前 ９時３２分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 建築局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５０２０１０００４ 

工事件名 
横浜市立大学理学系研究棟改修その他工事（空調設備工事） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出並びに現場代理人の工事現場への常駐に係る適格性の審査について、 

  公告本文（３（４）及び８（９））に記載があるので留意すること。 

（２）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員 

  の当該算定した額を合計した金額が、本件工事の予定価格（消費税及び地方消費税相 

  当額を含む。）に満たない者は、本件工事契約を締結できない。なお、基準日は落札 

  候補（予定）者通知書の送付日とする（公告本文８（１０）を参照）。 

  ア 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 

   工事最高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 

  イ 平成２７・２８年度の横浜市入札参加資格審査結果における本件工事と同工種の 

   工事最高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 

（３）入札にあたっては、事前に特定ＪＶ登録を行い、提出書類のうち（４）共同企業体 

  協定書兼委任状を入札締切日時までに提出しなければならない（公告本文８（１３） 

  を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２１０１０５１２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部処理区地域防災拠点（寺尾中ほか）流末枝線管きょ耐震化工事 

施工場所 
鶴見区北寺尾三丁目２０番３号地先ほか１か所 

工事概要 

管きょ更生工（反転工法又は形成工法、Φ２５０ｍｍ～Φ４５０ｍｍ、Ｌ＝３９．８ｍ） 

、管きょ更生工（製管工法、Φ９００ｍｍ、Ｌ＝２９．７ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

予定価格 １６，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 管更生 

格付等級 - 

登録細目 【管更生：下水管漏水防止工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に

専任の技術者として従事していない者でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）次のア及びイで定める工法について、公益財団法人日本下水道新技術機構の技術証 

  明を得た下水道管きょ更生工法に関する団体に属していること、又は当該工法につい 

  て実施権の許諾を受けていること。 

  ア 反転工法又は形成工法 

  イ 製管工法 

（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載 

した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配 

置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写 

し又は雇用保険被保険者証の写し等） （４）入札参加資格に定める下水道管きょ更生工 

法に関する団体に属していること、又は当該工法について実施権の許諾を受けていること 

が確認できる書類（会員証明証又は実施権に関する契約書の写し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 １０時０３分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 環境創造局管路整備課 電話 ０４５－６７１－４３１２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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 横浜市調達公告第 351 号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「定期用課税基本台帳 1,492,000セットの印刷」ほか60件の契約について、一般競争入札を

行う。 
平成27年11月17日 

       契約事務受任者       

       横浜市財政局長 鈴 木 和 宏  

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、次に掲げる資格を全て満

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27・28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) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止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全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、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、金額は全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、最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最低制

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、「最低」は「最高」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最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、第11

号及び第12号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最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最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最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最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

札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最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
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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、軽微な事由による指名停止を除く。）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最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、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止を

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 １５０３０２００７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
定期用課税基本台帳 １，４９２，０００セットの印刷  

納入／履行場所 
総務局住民情報システム課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

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。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 
見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 

 

発注担当課 財政局税制課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５０３０２００７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
確定申告書プルーフリスト １４２，０００セットの印刷 

納入／履行場所 
総務局住民情報システム課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月２５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

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。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 
見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 財政局税制課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５０３０２００７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平成２８年度土地（補充）課税台帳兼評価調書 ２５８，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
総務局住民情報システム課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月１２日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

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。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 
見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 財政局税制課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１２０３００８６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
河川事業用地維持管理業務委託（その３） 

納入／履行場所 
いたち川ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最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・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 道路局河川事業課 電話 ６７１－３９８２ 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１４０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｘ線検査装置（Ａｓｔｒｏｐｈｙｓｉｃｓ） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
港湾局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 理化学機械器具 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【理化学機械器具 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５１４０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大さん橋ふ頭ビル空調設備等点検保守業務委託 

納入／履行場所 
中区海岸通一丁目１番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

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・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５２１０３０３０７ 

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剪定枝収集運搬処分業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月１９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最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・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②一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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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108号 平成27年11月17日発行 

39 

 

契約番号 １５２１０３０３０８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷ポンプ場沈砂池しゅんせつ業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区天王町２丁目４３番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

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・順位 【下水道管等保守 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

③汚泥吸引車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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

④汚泥吸引車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時３０分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

 

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 １５２１０３０３０１ 

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継電器等電気設備保守点検業務委託 

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 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

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・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５２１０３０３０５ 

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汚泥調整槽等脱臭用活性炭再生業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【活性炭・作動油等再生 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５２１０３０３０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子ポンプ場等脱臭用活性炭再生業務委託 

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 契約締結の日から平成２８年 ３月１１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 活性炭・作動油等再生 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【活性炭・作動油等再生 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５２１０２０３６０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
潤滑油（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ２４缶ほか 同等品可 

納入／履行場所 
環境創造局都筑水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 燃料 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【燃料 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５２１０２０３５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
活性炭（触媒式脱臭剤）（キャタラー） ７，３５８キログラムほか 同等品可 

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 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【工化学薬品 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 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 １５２１０３０３０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
微量化学物質分析業務委託 

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 契約締結の日から平成２８年 ３月２４日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

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・順位 【検査・測定 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ 市外：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

②計量証明事業（濃度）の登録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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局下水道水質課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２０５７３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ブロックチェーン（椿本チエイン） ３６４リンク 製品指定 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械器具・工具類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【機械器具・工具類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局旭工場 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２０５７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
カラー（真砂） １６個ほか 製品指定 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械器具・工具類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【機械器具・工具類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 

 

発注担当課 資源循環局旭工場 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３０１４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場受発配電設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

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・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局金沢工場 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３０１４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑工場下水道管清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

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・順位 【下水道管等保守 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

③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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

 

発注担当課 資源循環局都筑工場 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２５０２０１１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
携帯型無線電話機（アイコム） ４５台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
鶴見区総務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気機械類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【電気機械類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 総務局情報技術課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２６０２００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ノートパソコン ３７台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
市民局窓口サービス課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１２月２１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【コンピュータ類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 １５２８０２０３１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
片袖デスク（アイリスチトセ） ７台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市日限山地域ケアプラザ（港南区日限山一丁目６６番５５号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ３月 １日から平成２８年 ３月 ４日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 健康福祉局地域支援課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
災害時応急備蓄物資の仕分け及び配送委託 

納入／履行場所 
横浜市潮田地域ケアプラザほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 １月２２日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【貨物運送 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局地域支援課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０３１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国保医療証送付用封筒（機械封入封緘用） ６５，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
委託業者（中区山下町） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【封筒印刷 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

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。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 
見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０３１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国民健康保険料等還付・充当通知書 １２２，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

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。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 
見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 

 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３５０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
窓口受付・発券・呼出システム（明光商会） １式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 文具・事務機械 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【文具・事務機械 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 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 １５３５０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
インサイドワゴン（コクヨ） ４５５個 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
会議室用イス（コクヨ） ５１０個ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
引違書庫（コクヨ） １１７式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
両開書庫（コクヨ） ５２式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０２００１０ 

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（コクヨ） 一式 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ローパーテーション（コクヨ） ２台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０２００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
窓口カウンター（コクヨ） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０２００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
会議用テーブル（コクヨ） １０台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）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 

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 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 １５３５０２００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ロビーチェア（コクヨ） ９台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
南区総合庁舎（新庁舎）（南区浦舟町２丁目３３番地） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月 ５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 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 １５３５０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区総合庁舎事務室移転業務委託 

納入／履行場所 
南区総合庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【貨物運送 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５３５０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南土木事務所事務室ほか移転業務委託 

納入／履行場所 
南区南土木事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【貨物運送 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

 

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 １５４００２０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
窓口番号発券機（明光商会） １式ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 文具・事務機械 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【文具・事務機械 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ローカウンター（岡村製作所） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ローカウンター（岡村製作所） ５台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
平机引出付（岡村製作所） １４台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
脇机３段（岡村製作所） ３台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
  



横浜市報調達公告版 

第108号 平成27年11月17日発行 

73 

 

契約番号 １５４００２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
両開き書庫（岡村製作所） ３台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
２重連両開き（岡村製作所） １セットほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
  



横浜市報調達公告版 

第108号 平成27年11月17日発行 

75 

 

契約番号 １５４００２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中軽量棚（単体型）（岡村製作所） ６連ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ロビーチェア（ミドルバック）（３人用イス）（岡村製作所） ２台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
金沢区総合庁舎（新庁舎）（金沢区泥亀２丁目９番１号） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ２月 １日から平成２８年 ２月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 金沢区総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４８０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
瀬谷区二ツ橋町楽老通りほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最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・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５５５０５０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（エンジン振動計測器ほか）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（Ｈ，Ｅ，ジェネレーター２個ほか）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（プレッシャライジングバルブほか）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（スタータージェネレーター２個）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（メインタイヤ２個 ランプ４５０Ｗ２個 ほか）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（ホイストほか）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（燃料管制装置ほか）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（マルチファンクションディスプレイ）の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
航空機部品（テールローターブレード（旧型））の売払 

納入／履行場所 
消防局横浜ヘリポート 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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 

。）。 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局整備科 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０２１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
卒業証書（小学校） ４０，４６２枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局学校支援・地域連携課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【端物印刷 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

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。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 
見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局学校支援・地域連携課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０２２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食用ガス回転釜４５キロ釜（通常型） ５基ほか 

納入／履行場所 
横浜市立能見台南小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０２２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食用ガス瞬間湯沸器 ６台  

納入／履行場所 
横浜市立白根小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０２２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食器消毒保管庫（Ｗ－２０、片面扉、リフトなし） １台 

納入／履行場所 
横浜市立矢上小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０２２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
給食用食器洗浄機一層式 ２台 

納入／履行場所 
横浜市立鴨志田第一小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０２２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチームコンベクションオーブン（ガス種：都市ガス、１０段仕様） １台 

納入／履行場所 
横浜市立青葉台小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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横浜市調達公告第352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27年11月17日 

                                契約事務受任者 
                                横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

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 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 一式の借

入 

財政局契約

部契約第二

課 

中区港町１

丁目１番地 

平 成

27 年

９ 月

15 日 

日立キャピタ

ル株式会社神

奈川法人支店 

西区高島一丁

目１番２号 

     円 

1,888,272 

一般競

争入札 

平 成

27 年

８ 月

４日 

－ 

２ 下水直結式仮

設トイレ（通

常型）（その

１） 60 基ほ

かの購入 

同 同 双信消防設備

株式会社 

西区中央一丁

目 37 番 24 号 

 

16,329,600 

同 同 － 

３ 下水直結式仮

設トイレ（通

常型）（その

２） 60 基ほ

かの購入 

同 同 同  

16,329,600 

同 同 － 

４ ごみ中継輸送

用コンテナボ

ックス 12 個

の借入 

同 平 成

27 年

10 月

６日 

日立キャピタ

ル株式会社神

奈川法人支店 

西区高島一丁

目１番２号 

 

1,840,320 

同 平 成

27 年

８ 月

18 日 

－ 

５ Ａ Ｅ Ｄ  108

式の購入 

同 平 成

27 年

９ 月

15 日 

日本船舶薬品

株式会社横浜

支店 

中区かもめ町

６番地 

 

26,244,000 

同 平 成

27 年

８ 月

４日 

－ 

６ 手動式油圧切

断機  108 式

の購入 

同 同 株式会社穂高

商事 

中区北仲通３

丁目 34 番地２ 

 

26,220,672 

同 同 － 

７ 高圧ガス容器

（空気） 100

本の購入 

同 平 成

27 年

10 月

６日 

相日防災株式

会社 

泉区緑園七丁

目７番地８ 

 

16,113,600 

同 平 成

27 年

８ 月

18 日 

－ 

８ 高圧ガス容器

（空気） 70

本の購入 

同 同 同  

11,279,520 

同 同 － 

９ 除 細 動 電 極 

約 2,800 組の

購入 

同 平 成

27 年

９ 月

15 日 

有限会社ハウ 

旭区市沢町 56

番地４ 

 

14,696,640 

同 平 成

27 年

８ 月

４日 

－ 
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水道局調達公告第138号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

 次のとおり、「横浜水缶 72,000 本」ほか 10 件の契約について、一般競争入札を行う。 

平成27年11月17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、次に掲げる資格を全て満

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27・28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) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止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全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、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、金額は全ての契約の合計金額を記載すること。 

 水 道 局 
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５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す

る入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における、

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件におい

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ

た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札 

(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同組

合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札 

(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、最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最低制

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、「最低」は「最高」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最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、

第11号及び第12号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最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最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最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最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

札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最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
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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、軽微な事由による指名停止を除く。）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最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、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止を

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 １５５２０２０３８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜水缶 ７２，０００本 

納入／履行場所 
水道局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 食料品・記念品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０３０２８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子・金沢地域サービスセンター庁舎移転業務委託 

納入／履行場所 
水道局磯子・金沢地域サービスセンターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【貨物運送 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ２日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ２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 

 

発注担当課 水道局磯子・金沢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 １５５２０２０３７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
絶縁袋ナット付分・止水栓ソケット２５ 口径２５ ２９０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月１９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５５２０２０３７９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ボール止水栓（Ｒｃ）２０ 口径２０ ２０個ほか 

納入／履行場所 
水道局北部第二給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５５２０２０３８０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
口径７５ｍｍ補修弁（７．５Ｋ） ２５基ほか 

納入／履行場所 
水道局北部第二給水維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月１５日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局北部第二給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０２０３８８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｍソケット２型 口径２０ｍｍ １０個ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第二給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０２０３９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ボール止水栓（Ｒｃ） 口径２０ｍｍ ２５０個ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第二給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０２０３９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
Ｂ型伸縮付補助止水栓 口径１３ｍｍ ５０個ほか 

納入／履行場所 
水道局南部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第二給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０２０３９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
絶縁袋ナット付分・止水栓ソケット 口径２５ｍｍ １８０個ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第二給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０２０３９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道用サドル付分水栓（Ｇ） 口径５０×２５ ５５個ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第二給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第二給水維持課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０２０３９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
閉塞バンド 口径２５ｍｍ １０個ほか 

納入／履行場所 
水道局中部第一給水維持課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 １月 ８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 水道用品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【水道用品 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 水道局中部第二給水維持課 
  

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117号 

一般競争入札（工事）の施行 

次のとおり「新羽車両基地敷地内舗装工事」ほか４件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成27年11月17日 

   横浜市交通事業管理者 

   交通局長 加 賀 生 雄 

１ 入札参加資格 

  入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお 

 いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。 

 (1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて準用する横 

  浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２項の 

  規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）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27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（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) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな 

  い者であること。 

 (4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。 

   なお、用語の定義は、次のとおりとする。 

  ア 主たる営業所の所在地 

    有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。 

  イ 優良工事表彰事業者 

    横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。 

  ウ 工事成績 

    工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、 

   横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び 

   横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点 

   （工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象 

   とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう 

   。 

  エ 発注者別評価点（主観点） 

    平成27・28年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点 

   （主観点）をいう。 

  オ 横浜型地域貢献企業 

    横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。 

  カ 建設機械所有事業者 

    ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー 

   クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ 

   車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故 

   の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下 

   「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期 

   間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を 

   いう。 

  キ 災害協力事業者 

    災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。 

 (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、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負 

  関係）（以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」 

  という。）等に定めるところによる。 

交 通 局 
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２ 入札参加手続等 

 (1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより 

  入札保証金の納付を求める場合及び８(12)に定める場合を除く。 

 (2) 設計図書のダウンロード等 

  ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡 

   し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする 

   こと。 

  イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけれ 

   ばならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期 

   間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。 

  ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。 

 (3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 入札方法等 

 (1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

 (2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、 

  郵便による入札は認めない。 

 (3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。 

 (4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ 

  ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す 

  ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

   なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下 

  「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等 

  の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ 

  、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。 

 (5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100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108分の100に相当する金額を入札金額とすること。 

 (6) 入札の回数は１回とする。 

   なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を 

  不調とする。 

 (7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。 

４ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

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

  る入札 

 (2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 有資格者名簿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 

 (4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内 

  訳書の提出をした者が行った入札 

 (5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る 

  説明書４の各号に該当する入札 

 (6) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札 

 (7) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ 

  た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

 (8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同 

  企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札 

 (9) 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 

 (10) 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 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 
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 (1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者 

  に通知する。 

 (2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者 

  のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ 

  た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

 (3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する 

  積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ 

  り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

 (4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

 (5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、 

   入札参加者にその旨を通知する。 

  イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と 

   する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者 

   のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) 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) (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、工事ごとに定める提出書類を、落札候 

  補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連 

  絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指 

  示に従わなければならない。上記期間内に書類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。 

 (7) (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。 

 (8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要 

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

  は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札し 

  た他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

 (1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ 

  る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも 

  って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の 

  予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方 

  法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。 

 (2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。 

 (3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。 

７ 契約金の支払方法 

 (1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

   なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

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

  て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程第２条 

  第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工 

  事ごとに定める前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予 

  定額の10分の４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、横浜市交通局公共工事の前払金に関す 

  る規程第２条第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予 

  定額の10分の２以内の額を当該会計年度ごとに支払う。 

 (3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当 

  該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。 

８ その他 

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

  かは、工事ごとに明示する。 

 (2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結 

  する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 
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 (3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この 

  場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

 (4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術 

  者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、工事ごとに定める 

  入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで 

  ない。 

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

 (6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。 

 (7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第 

  １項の規定により、指名停止を行う。 

  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 

    ただし、開札日が同一週にある政府調達協定の対象となる工事以外の複数の工事（工事契約の入札 

   に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱による疑義申立てがあった工事を除く。以下「一連の工 

   事」という。）の落札候補者等となった有資格者が、一連の工事のうち、入札公告又は指名通知書に 

   定める開札予定日時が最も遅いものから順に落札者となることを辞退した場合は、指名停止を行わな 

   い。この場合においても、一連の工事の全部又は一部について、次のいずれかに該当するときは指名 

   停止を行う。 

   (ｱ) 落札候補（予定）者通知書の送付日の翌開庁日の17時を経過した後に正当な理由なく辞退したと 

    き。 

   (ｲ) 一般競争入札（条件付）において、期間内に提出すべき資格確認書類の提出後に正当な理由なく 

    辞退したとき。 

   (ｳ) 入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も早い工事について正当な理由なく辞退した 

    とき。 

  イ 落札候補者となった者が、５(6) に定める書類の提出をしない場合 

 (8) ５(4) の入札参加資格の確認とあわせて、入札取扱要綱第25条第１項の規定に基づき適格性の審査を 

  行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は、当該工事の契約は締結しな 

  いものとする。 

 (9) (8)の適格性の審査にあたり落札候補（予定）者通知書の送付日において、予定されている現場代理 

  人が、工事請負契約約款第11条第２項に定める常駐義務を満たさないおそれがある場合は、入札取扱要 

  綱第25条第１項第８号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

   ただし、工事監督課が同一であり、かつ、監督員と常に携帯電話等により連絡をとれる体制が確保さ 

  れている場合で、次のアからウのいずれかに該当するときは、この限りではない。 

  ア ２件の工事請負契約の場合で、それぞれの予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が 

   2,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は5,000万円）未満のとき。 

  イ 工種「建築」の工事請負契約を含まない３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方 

   消費税相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であるとき。 

  ウ 工種「建築」の工事請負契約を含む３件の工事請負契約の場合で、予定価格（消費税及び地方消費 

   税相当額を含む。）の合計が5,000万円未満であるとき。ただし、３件の中に、工種「建築」以外の 

   工事請負契約を含む場合には、工種「建築」以外の工事請負契約の予定価格（消費税及び地方消費税 

   相当額を含む。）の合計が2,500万円未満であること。 

   なお、工事現場への出動体制について制限を設けている工事請負契約、現場説明書に兼任を認めない 

  旨を記載している工事請負契約及び設計変更等に伴う契約変更により請負代金額（消費税及び地方消費 

  税相当額を含む。）が2,500万円（工種「建築」の場合は5,000万円）以上となった工事請負契約につい 

  ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。 

 (10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成27・28年度の横浜 

  市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され 

  ているもの。）における当該工事と同工種の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定 

  価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高 

  請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８ 

  割に満たない者は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する 

  こと。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。 

 (11) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けている 
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  者は、入札取扱要綱第25条第１項第１号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

 (12) 特定建設共同企業体による入札を行う場合は、入札の前に特定建設共同企業体の情報について横浜 

  市のホームページから登録（以下「特定ＪＶ登録」という。）を行い、提出書類のうち共同企業体協定 

  書兼委任状を、入札締切日時までに、横浜市役所内郵便局に到着するよう横浜市財政局契約第一課あて 

  の書留郵便により郵送し、又は横浜市財政局契約第一課まで持参しなければならない。 

   なお、特定ＪＶ登録並びに共同企業体協定書兼委任状の作成及び提出方法等の詳細については、横浜 

  市のホームページを参照すること。 

 (13) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の 

  前払金に関する規程、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等 

  に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １５５３０１００６２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
新羽車両基地敷地内舗装工事 

施工場所 
港北区北新横浜一丁目１２番地１ 

工事概要 

アスファルト舗装工５，５１６ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２８年 ３月１７日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：一般舗装工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 ９時４７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成 

及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ 

いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。 

工事担当課 交通局施設課 電話 ０４５－３２６－３８７６ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５３０１００６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
センター北駅仮眠室ほか改修工事（建築工事）（その２） 

施工場所 
都筑区中川中央一丁目１番１号 

工事概要 

駅仮眠室改修工、空調機更新に伴う改修工、屋上防水改修工、内装壁タイル補修工 ほか 

工期 契約締結の日から平成２９年 ２月２４日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 ７日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月１０日（木）午前 ９時１７分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－３２６－３８１５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５３０１００６４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
センター南駅改修工事（その２） 

施工場所 
都筑区茅ケ崎中央１番１号 

工事概要 

内外壁タイル補修工、屋上防水改修工、ホーム屋根漏水改修工、屋根延長工、トップライ 

ト改修工、塗装工、広告枠新設工 

工期 契約締結の日から平成２８年 ９月３０日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 ７日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月１０日（木）午前 ９時１８分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－３２６－３８１５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５３０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
あざみ野駅仮眠室改修その他工事（建築工事）その３ 

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２番地２０ 

工事概要 

乗務員・駅務員用仮眠室改修工、事務室改修工、タイルはく落防止工、広告枠設置工 

工期 契約締結の日から平成２８年 ９月２３日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

企業規模 - 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な雇用関 

係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）監理技術者資格者 

証の写し （３）監理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の 

雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写 

し等） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 １日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ３日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 ４日（金）午前 １０時０１分  

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－３２６－３８１５ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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契約番号 １５５３０１００６８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
上永谷変電所機器更新工事 

施工場所 港南区丸山台一丁目１番１号 

工事概要 

２２ｋＶ金属閉鎖型スイッチギア製作・据付工一式、変圧整流設備製作・据付工２台、直 

流７５０Ｖ金属閉鎖型スイッチギア製作・据付工一式、制御配電盤製作・据付工一式、直 

流電源装置製作・据付工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで 

予定価格 開札後に公表 

調査基準価格 - 

最低制限価格 開札後に公表（最低制限価格制度適用） 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

企業規模 - 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は落札候補（予定）者通知書の送付日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関

係にあり、（２）当該雇用期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者

でなければならない。  

その他 

次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照） 

（１）直流電気による、鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）の適用を受ける鉄道又は 

  軌道法（大正１０年法律第７６号）の適用を受ける軌道（以下「鉄道等」という。） 

  における特別高圧受変電設備工事（新設、増設又は更新工事に限る。）の元請として 

  の施工実績を有すること。 

（２）上記の技術者は、直流電気による鉄道等における特別高圧受変電設備工事の元請と 

  しての施工経験を有すること。 

 ※ 施工実績及び配置技術者の施工経験は、いずれも平成１２年４月１日以降に完成し 

  た工事に限る。なお、当該施工実績及び施工経験が共同企業体の構成員としての実績 

  の場合は、いずれも代表構成員のものに限る。 

（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な 

  雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。 

提出書類 

（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式。工事経験欄に入札参加資格 

に定められた施工経験を記入すること。） （２）監理技術者資格者証の写し （３）監 

理技術者講習修了証の写し （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認 

できる書類（健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工 

実績調書（工事内容欄に入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績 

を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年１２月 ７日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 ９日（水）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月１０日（木）午前 ９時３１分  

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書 

  の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性 

  の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので 

  留意すること。 

（２）本件工事に含まれる工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作 

  と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、本件工事に配置す 

  る技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－３２６－３８１７ 
 

契約事務担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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交通局調達公告第118号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「バス自線回数乗車券（5,000円券） 20,000冊ほかの印刷」ほか３件の契約について、一般

競争入札を行う。 

平成27年11月17日  

       横浜市交通事業管理者    

       交通局長 加 賀 生 雄  

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、次に掲げる資格を全て満たし

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27・28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) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止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全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、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、金額は全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、最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最低制

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、「最低」は「最高」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最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、

第11号及び第12号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最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最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最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最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

札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最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者を決定する
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。 

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

落札候補者に通知する。 

(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市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、軽微な事由による指名停止を除く。）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最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、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止を

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 １５５３０２０４１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス自線回数乗車券（５，０００円券） ２０，０００冊ほかの印刷 

納入／履行場所 
交通局自動車本部営業課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月 ７日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【端物印刷 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

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。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

※「公募型見積合せ参加登録」が認められている場合は、提出書類①～③を省略すること 

ができる。 

設計図書 
見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 交通局営業課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２０４１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
普通乗用自動車（日産又はトヨタ） １台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局路線計画課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 自動車 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【自動車 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 

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 交通局営業課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２０４１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
２人用更衣ロッカー（コクヨ） １３台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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 交通局営業課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２０４０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
タイヤインパクトレンチ（空研） ５台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
交通局緑営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械器具・工具類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【機械器具・工具類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

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２７年１１月３０日（月）午前 ９時００分から 

平成２７年１２月 １日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年１２月 １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 

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 交通局運輸課 
  

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108号 平成27年11月17日発行 

125 

 

 

交通局調達公告第119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27年11月17日 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 加 賀 生 雄 

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 大型ノンステッ

プバス 20台の

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27年

９月15日 

横浜日野自動車

株式会社 

藤沢市西富 730

番地１ 

円  

518,400,000 

一 般 競

争入札 

平成27

年８月

４日 

－ 
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医療局病院経営本部調達公告第 10 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 27 年 11月 17日 

横浜市病院事業管理者 髙 橋 俊 毅 

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 手術部門シス

テム 一式の

購入 

横浜市立市民

病院経営企画

部経営企画課 

保土ケ谷区岡

沢町 56 番地 

平成 27

年 10 月

２日 

富士フイルムメデ

ィカル株式会社南

関東地区営業本部 
港北区新横浜二丁

目８番地 11 

     円 

 59,400,000 

      

    

 

    

一 般 競

争入札 

平成 27

年 8 月

18 日 

  － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療局病院経営本部 


