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横浜市調達公告第412号 

総合評価一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成27年12月22日 

契約事務受任者       

横浜市副市長 柏 崎   誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 委託件名 

鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業業務委託 

 (2) 委託内容 

鋼管ポールの柱（木柱及びコンクリート柱も含む）に設置された蛍光灯等防犯灯の改修及び維持管理

を行う。 

 (3) 履行場所 

 横浜市内一円 

  (4) 対象設備数 

   22,757灯 

   ただし、総数の増減を行う場合は、変更された防犯灯数で変更契約するものとする。 

 (5) 履行期間 

平成28年４月１日から平成39年３月31日まで 詳細は、鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業業務委

託入札説明書（以下「入札説明書」という。）等による。 

    ア ＥＳＣＯ設備改修期間：平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 

  イ  ＥＳＣＯサービス提供期間：平成29年４月１日から平成39年３月31日まで 

(6) 予定価格 

    646,844,000円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

 (7) 入札方法 

   価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価一般競争入札により行う（詳細

は、設計書及び入札説明書等による。）。 

２ 事業役割等 

 入札参加者は、次の役割の全てを担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担する。 

(1) 事業役割 

本市との契約等諸手続きを行い事業遂行の責を負う。 

(2) 設置役割 

設置、設置に関する監理及び調整を行う。 

(3) 維持管理役割 

ＥＳＣＯ設備の運転、問い合わせの対応、調査修繕等のサービスを行う。 

３ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（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。なお、グループで参加する場合は、その構成員全てに適用する。 

(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、横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）及び（設計・測量等関係）

に登載されている者については横浜市物品・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並びに横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者

については、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有する者であ

ること。 

(2) 事業役割を担う者及び維持管理役割を担う者は、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）、（工事関係）及び（設計・測量等関係）のいずれかに登載されている者であると

し、それぞれの役割を担う者が複数の場合は、その構成員の全てに適用する。 

(3) 設置役割を担う者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第３条に定める電気工事業に係る特定建設

業許可を有している者とし、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）に「所在地

調 達 公 告 
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区分：市内」として登載されている者であるとし、役割を担う者が複数の場合は、その構成員の全てに

適用する。 

(4) 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。 

(5) 事業役割を担う代表者１社（事業役割が複数の場合は、その代表者）を選定することとし、その代表

者が本市との連絡窓口となり、契約等諸手続きを行うものとする。 

(6) 鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業業務委託提案書類（以下「提案書類」という。）提出後におい

て、事業運営を目的とした特定目的会社等を設立することも可能とする。ただし、「応募時のグループ

の構成員」と「特定目的会社設立後の特定目的会社とそれ以外の企業からなるグループの構成員」は同

一性があることとする。さらに、特定目的会社への移行手続の際は、グループ会社の同意及び本社の承

諾のもとに設立し、事業を引き継がなければならないこととする。また、特定目的会社は、応募当初の

事業者と同一性があることとし、設立条件などに関しては本市と協議の上で合意を得なければならない

。 

４ 設計図書及び入札説明書等の交付等 

(1) 交付期間 

平成27年12月22日（火）から平成28年２月12日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

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

」という。）を除く） 

(2) 交付時間 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

(3) 交付場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市市民局地域防犯支援課（横浜関内ビル３階） 

電話 045(671)3709 

(4) 交付方法 

設計図書及び入札説明書等は無償で交付する。なお、設計図書及び入札説明書等は横浜市市民局ホー

ムページ上（入札状況）にも掲載する。 

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/somu/keiyaku/ 

(5) 設計図書及び入札説明書に関する質問及び回答 

ア 質問の提出期間及び方法 

平成28年１月12日（火）午前９時から平成28年１月18日（月）午後４時までに、設計図書等に関す

る質問書を電子メールにより横浜市市民局地域防犯支援課へ提出すること。なお、電子メールによる

提出後、休日等を除く午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで（ただし１月18日は午後

４時まで）に、速やかに(3)の部課に連絡し、送受信の確認を受けること。 

送信アドレスは「sh-chiikibohan@city.yokohama.jp」 

イ 質問に対する回答 

   平成28年１月29日（金）午後３時までに(4)に掲げる横浜市市民局ホームページ上（入札状況）に

掲載する。 

(6) その他、詳細については入札説明書等による。  

５ 提案書類の提出 

(1) 入札説明書等に従い提案書類を４(3)に掲げる部署に持参し提出すること。また、郵送及び電子メー

ル等による提出は認めない。 

(2) 提出期間 

平成28年２月８日（月）から平成28年２月12日（金）まで（休日等を除く午前９時から正午まで及び

午後１時から午後５時まで。） 

(3) 提出後の提案書類の修正及び追加等は、提出期間内であっても認めない。 

(4) その他、詳細については入札説明書等による。 

６ 入札方法等 

(1) 入札及び開札日時 

平成28年３月１日（火）午後３時 

(2) 入札及び開札場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
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横浜市役所会議室（横浜関内ビル３階第一分室） 

(3) 入札参加者は、前号の場所に持参し入札書を提出すること。また、郵送及び電子メール等による入札

は認めない。 

(4) 入札にあたっては、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業者であるか免税業者であるかを問わず、入札書には、契約希望金額

の108分の100に相当する金額を記載すること。 

(5) 入札の回数は１回とする。 

(6) その他、詳細については入札説明書等による。 

７ 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) ３に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 提案書類の提出をしない者が行った入札、又は入札説明書等の定めに従わない提案書類を提出した者

が行った入札 

(4) 特定目的会社による入札の場合に、特定目的会社等の構成計画書の提出をしないものが行った入札 

(5) グループで入札する場合に、当該グループと当該グループ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、当該グループが行った入札及び当該構成員が行った入札 

(6) グループで入札する場合に、当該グループと当該グループのいずれかの構成員を構成員とする他のグ

ループが同一の案件において入札を行った場合、これらのグループが行った入札 

(7) 特定目的会社と当該特定目的会社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、当該特定目的会社が行った入札及び当該構成員が行った入札 

(8) 特定目的会社と当該特定目的会社のいずれかの構成員を構成員とする他の特定目的会社同一の案件に

おいて入札を行った場合、これらの特定目的会社が行った入札 

(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、これら中小企業等協同組合が行った入札 

(11) その他詳細は、入札説明書等による。 

８ 提案書類の審査及び技術点の算出 

(1) 提案書類の審査及び技術点の算出については、鋼管ポールＬＥＤ防犯灯ＥＳＣＯ事業業務委託落札者

決定基準（以下「落札者決定基準」という。）及び提案評価表に基づき行う。なお、落札者決定基準及

び提案評価表は４(4)に掲げる横浜市市民局ホームページ上（入札状況）に掲載する。 

(2) その他、詳細については入札説明書等による。 

９ 落札予定者の決定、入札参加資格の確認及び落札者の決定 

 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。 

(1) ８により算出した入札者ごとの技術点及び入札価格により算出した価格点を基に、落札者決定基準及

び提案評価表に定める方法により総合評価点を算出する。 

(2) 入札者のうち、(1) により算出した総合評価点が も高い者を落札予定者とし、後日入札参加者に通

知するとともに、４(4)に掲げる横浜市市民局ホームページ上（入札状況）に公表する。 

(3) 失格基準に該当したものを除き、総合評価点の同じ落札予定者が２者以上あるときは、落札予定者に

くじを引かせて落札予定者１者を決めるものとする。この場合、落札予定者のうちくじを引かない者が

あるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせ落札予定者を決定する

ものとする。 

(4) 落札者決定を保留した後、落札予定者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(5)(4) の入札参加資格の確認結果により、落札予定者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札予定者が入札参加資格を満たす者であると確認した場合には、その者を落札者とし、入札

参加者にその旨を伝える。 

イ 当該落札予定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、次に総合評価点の高い者を新たに落札予定者とし、(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きを繰り返す。 

(6) (5)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札予定者は、資格確認のために本市が求める必要書
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類を、別に指定した日時までに横浜市市民局地域防犯支援課へ提出し、また確認のための指示に従わな

ければならない。指定した期限まで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

札予定札者は入札参加資格を満たすものでないとし、(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、落札予定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

該落札予定者に通知する。 

(8) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札予定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をもって入札した他の者のうち、次に総合評価点の高い者を新た

に落札予定者とする。 

(9) その他詳細は、入札説明書等による。 

10 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金及び契約保証金はこれを免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 支払方法 

契約書に基づき支払う。ただし、契約金の支払は、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（長期継続契約の支払については支払予定額）の範囲内で支払う。 

12  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) 開札後、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条の規定により、指名停止を行

う。 

ア  落札予定者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ  落札予定者となった者が、９(6)に定める書類の提出をしない場合 

(4) 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

争入札取扱要綱及び入札説明書等に定めるところによるものとする。 
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横浜市調達公告第414号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「鉛（ルツボ型・99個）83.9ｋｇほかの売払」ほか19件の契約について、一般競争入札を

行う。 
平成27年12月22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、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

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

項の規定に基づき横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第３条第１項により定める資格を有す

る者であること。 

(2) 平成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すべて満たす者であること。 

(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、横浜市電

子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定めるところに

よる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

３ 設計図書の交付等 

(1) 設計図書の交付 

 設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

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

という。）を含まないものとして計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウン

ロード可能。）を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約

第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、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、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 
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(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

なお、 低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で 低

制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、種目「不用品買受」に係る契約については「予

定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「 低」は「 高」と、読み替えるものとする。 

(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入

札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号まで、

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 低の価格をもって入札をした者に

ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ

るときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条

第７号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち 低の価格をもって入札をした

者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す

。 

(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち 低の価格をもって入札を行った者

がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは

再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無

効の入札をした者及び 低制限価格制度適用案件において 低制限価格未満の入札をした者の入札は認

めない。 

(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと

に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め

た日）の２日後(ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電子

メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出し、また

、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は指示
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に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により落札

者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市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 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 １５２１０５００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉛（ルツボ型・９９個）８３．９ｋｇほかの売払 

納入／履行場所 
環境創造局環境科学研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 環境創造局環境科学研究所 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０３３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
第３期事業場立入調査における分析委託 

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 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】 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 環境創造局水・土壌環境課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０３３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄第二水再生センター等沈砂池脱臭用活性炭再生等業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局栄第二水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５２２０２０６５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
防水防寒衣 ７９１着の製造 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分・順位 【被服 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．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。 

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

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月２５日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 28 年１月 15 日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール 

（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出する 

こと。 

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

について」を確認すること。 

発注担当課 資源循環局職員課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２０６５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
雨作業衣（上衣１着ズボン２着セット） ５４６組の製造 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分・順位 【被服 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．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。 

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

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 １月２２日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月２５日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月２５日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 28 年１月 15 日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール 

（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出する 

こと。 

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

について」を確認すること。 

発注担当課 資源循環局職員課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３０１４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南本牧排水処理施設活性炭再生ほか委託（その２） 

納入／履行場所 
資源循環局南本牧排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 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 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

②強力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強力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 

③強力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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 資源循環局処分地管理課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５０２１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず（機器廃材）ほか４６．７８２トンの売払 

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２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 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 １５２５０５０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＩＣＴ機器の売払 

納入／履行場所 
関内駅前第二ビルほか 

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 - 

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 

①有資格者名簿（物品・委託等）に登載されていること（上記種目の登録の有無は問わな 

い。）。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

③古物営業の許可を受けている者。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 総務局ＩＣＴ基盤管理課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０３５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
個人用防護具（カバーオール・フェイスシールドセット） ６，０００セット 

納入／履行場所 
消防局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【医療機械器具 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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１３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 健康福祉局健康安全課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０３５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
個人用防護具（カバーオール・ゴーグルセット） ６，０００セット 

納入／履行場所 
消防局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 医療機械器具 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【医療機械器具 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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１３日（水）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１３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 健康福祉局健康安全課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３２０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川土木管内道路除草業務委託（その３） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 神奈川区神奈川土木事務所 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３８０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）マツダスクラムほか１台の売払 

納入／履行場所 
横浜市旭区今宿東１５５５ 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 旭区旭土木事務所 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５００３４ 

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（ウェザーレーダーセンサー）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 - 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５５５０５００３５ 

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（テールサーボほか）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 - 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５５５０５００３６ 

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（フラットプレートアンテナ）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 - 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５５５０５００３７ 

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（マルチインジケーター）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 - 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５５５０５００３８ 

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（メインサーボ（その１））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 - 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５５５０５００３９ 

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（電波高度計発信機）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 - 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５５５０５００４０ 

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（燃料ポンプ ２個（その１））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 - 

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２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 １５７５０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
普通自動車（日産プレジデント）１台の売払 

納入／履行場所 
中区港町１丁目１番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 １月１２日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 １月１４日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 １月１４日（木）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 議会局総務課 
 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




