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【調達公告】 

△ 特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

  （南本牧廃棄物 終処分場高密度化工事（その２）） ········································ ２ 

△ 同（都市計画道路鴨居上飯田線（本宿・二俣川地区）街路整備工事（その12）） ················· ７ 

△ 同（横浜国際港都建設道路金沢シーサイドライン建設工事（その３）） ························· 12 

△ 同（南本牧埋立工事（その４・揚土工）） ·················································· 17 

△ 同（南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その54・基礎及び本体工）） ··· 22 

△ 一般競争入札（工事）の施行（平成26年度契約分） 

  （鶴見土木管内道路整備工事（その９） ほか18件） ········································ 27 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

（市民税・県民税納税通知書（異動用）全繰１期用４Ｐ（ＮＤＤＨ） 26,460セットほかの印刷 

 ほか236件） ··········································································· 70 

△ 特定調達契約の落札者等の決定 ··························································· 344 

△ 同  ···················································································· 345 

 

【水道局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （水道・下水道使用水量等のお知らせ 57,000冊（概算）の印刷 ほか７件） ·················· 347 

 

【交通局】 

△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行 

  （バッテリー（新神戸電機） 300個（概算）ほか 同等品可 ほか23件） ····················· 358 
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横浜市調達公告第52号 

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成27年２月17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) 工事名 

   南本牧廃棄物 終処分場高密度化工事（その２） 

 (2) 工事場所 

   中区南本牧４番の１地先 

 (3) 工事概要 

   静的圧縮減容化工32,000平方メートル 

 (4) 工種 

   土木 

 (5) 完成期限 

   平成28年７月15日 

(6) 予定価格 

開札後に公表 

 (7) 調査基準価格 

開札後に公表 

２ 入札参加資格 

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

札参加資格の確認を受けなければならない。 

 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 

    ア 構成員数は、３者とする。 

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

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

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

ない。 

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

できない。 

エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が当該特定建設共同企業体の総出資額の10分の２以上

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

ければならない。 

(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

    イ  平成27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）（特定調達契約に係る一般競争入札

参加資格審査結果通知書(工事)を含む。以下同じ。）を受けており、「土木」に登録を認められて

いる者であること。 

    ウ  平成27年３月３日から落札候補（予定）者通知書の送付日までの間のいずれの日においても、横

浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けて

いない者であること。 

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

ている者であること。 

(ｱ) 建設業法（昭和24年法律第100号。以下同じ。）第３条に定める土木工事業に係る特定建設業許 

可（以下「土木工事業に係る特定建設業の許可」という。）を有していること。 

(ｲ) 建設業法第27条の23第１項に定める経営事項審査（以下「経審」という。）の総合評定値通知

調 達 公 告 
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書（本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ 新のものとする。以下同じ。）に

おける土木一式の総合評定値が1,250点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、締固

め工法による地盤改良工事（サンドコンパクション工法、バイブロフロテーション工法、動圧密工

法等。ただし、表層締固め工法、静的圧入締固め工法は除く。）の元請としての施工実績を有する

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

の10分の２以上のものに限る。 

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

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

当該監理技術者等は、平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日まで

の間に完成した、地盤改良工事の元請としての施工経験を有すること。なお、当該施工経験が共同

企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

オ 特定建設共同企業体の第２位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 

(ｲ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が1,150点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、締 

固め工法による地盤改良工事（サンドコンパクション工法、バイブロフロテーション工法、動圧密

工法等。ただし、表層締固め工法、静的圧入締固め工法は除く。）の元請としての施工実績を有す

ること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資

額の10分の２以上のものに限る。 

(ｴ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、地盤改良工事の元請としての

施工経験を有すること。なお、当該施工経験が共同企業体の構成員としての施工経験の場合は、出

資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

カ  特定建設共同企業体の第３位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｲ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が900点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、地盤

改良工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員として

の施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

(ｴ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、地盤改良工事の元請としての

施工経験を有すること。なお、当該施工経験が共同企業体の構成員としての施工経験の場合は、出

資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。  

キ  エ(ｴ)、オ(ｴ)及びカ(ｴ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従事して

いない者でなければならない。 

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

っても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね７日以内に本件工事に配置することができ

る場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法 

   入札説明書による。 

  (2) 提出部課 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

    横浜市財政局契約部契約第一課工事第二係（関内中央ビル２階） 

     電話 045(671)2244 

 (3) 提出期限 
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   平成27年３月３日午後５時 

 (4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2246  

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員

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

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所 

  本件工事に係る入札説明書等は、第３項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付等  

 (1) 入札説明書の交付期間及び交付方法 

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

   また、平成27年２月17日から平成27年４月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

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

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

る部課において無償で交付する。 

 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法 

   入札説明書に定める方法により入手すること。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間及び開札予定日時 

  ア 入札期間 

    平成27年３月30日から平成27年４月１日まで（休日等を除く。） 

  イ 開札予定日時 

    平成27年４月２日午前９時45分 

 (2) 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 前号アに定める期間の午前９時から午後８時まで（ただし、 終日は午後５時までとする。）

に、特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したＩＣカードを使用して、特定建

設共同企業体登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを用いて、電子入札システ

ムにより入札書を提出すること。 

(ｲ) 入札にあたっては、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出

の際に添付すること。工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関

係）（以下「運用基準」という。）第13条を参照すること。 

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

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

のは同等の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されている

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

、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

 イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。

なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地（代表構成員の所在地と同じ。

以下同じ。）、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第

１号様式)」（以下「紙入札参加届出書」という。）を、入札書と併せて提出すること。この場合

、当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記
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載すること。 

  ウ 郵送による入札書の提出 

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

終日の午後５時必着とする。）に、横浜市役所内郵便局に到達するように、書留郵便で郵送する

こと。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記

載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、

当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載

すること。 

 (3) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の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。 

 (4) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で

有効な入札がないときは、当該入札を不調とする。 

８ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

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

(6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審

査申請における代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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

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

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

９ 落札者の決定 

  第１項第６号に定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、その者

により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を

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

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

をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

 (1) 入札保証金  

   免除する。  

 (2) 契約保証金  

   要求する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前払金  

   本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の４以内

の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を契約の相手方とする場合は、

契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を支払う。 

 (2) 中間前払金 

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場合は、前号の前払金に追加

して、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２

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

合は、支払わない。 
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(3) 契約金の部分払いの回数は、２回以内とする。 

12 その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

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

結する予定の有無 

   無  

 (4) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事

に該当しない。 

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

期間の 終日の午後５時までの間に第２項第２号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資

格を喪失した場合の取扱い 

      入札説明書による。 

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

。 

(7) 本件工事の入札は、平成27年度横浜市各会計予算が横浜市会平成27年第１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。 

(8) 本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成27年２月）に伴う特例措置」の対象工事である

。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書に記載があるので留意すること。 

(9) 詳細は、入札説明書による。 

13 議会の議決要件 

 本件工事の契約締結については、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。 

14 Summary  

 (1) Subject matter of the contract: Improvement Works to Increase the Density of Wastes 

(Phase 2) at Minami-Hommoku Final Wastes Disposal Site           

  (2) Deadline for the tender: 5:00 p.m., １ April, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2244 
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横浜市調達公告第53号 

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成27年２月17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) 工事名 

   都市計画道路鴨居上飯田線（本宿・二俣川地区）街路整備工事（その12） 

 (2) 工事場所 

   旭区二俣川２丁目52番の46地先から同区さちが丘137番の８地先まで 

 (3) 工事概要 

   開削トンネル一式 

   （１層３連ボックスカルバート、延長190メートル、内空断面積75.6平方メートル） 

 (4) 工種 

   土木 

 (5) 完成期限 

   平成31年３月18日 

(6) 予定価格 

開札後に公表 

 (7) 調査基準価格 

開札後に公表 

２ 入札参加資格 

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

参加資格の確認を受けなければならない。 

 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 

    ア 構成員数は、３者とする。 

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

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

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

ない。 

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

できない。 

エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が当該特定建設共同企業体の総出資額の10分の２以上

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

ければならない。 

(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

    イ  平成27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）（特定調達契約に係る一般競争入札

参加資格審査結果通知書(工事)を含む。以下同じ。）を受けており、「土木」に登録を認められて

いる者であること。 

    ウ  平成27年３月３日から落札候補（予定）者通知書の送付日までの間のいずれの日においても、横

浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けて

いない者であること。 

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

ている者であること。 

(ｱ) 建設業法（昭和24年法律第100号。以下同じ。）第３条に定める土木工事業に係る特定建設業許

可（以下「土木工事業に係る特定建設業の許可」という。）を有していること。 

(ｲ) 建設業法第27条の23第１項に定める経営事項審査（以下「経審」という。）の総合評定値通知

書（本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ 新のものとする。以下同じ。）に
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おける土木一式の総合評定値が1,250点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した開削工

法による内空断面積が45平方メートル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。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての

施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

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

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

当該監理技術者等は、平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日まで

の間に完成した、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。なお、当該施工経験が共同企業体の構成員としての施工経験の

場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

オ 特定建設共同企業体の第２位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 

(ｲ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が1,150点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、開

削工法による内空断面積が45平方メートル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。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員と

しての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

(ｴ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、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。なお、当該

施工経験が共同企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上の

ものに限る。 

カ  特定建設共同企業体の第３位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｲ) 経審の総合評定値通知書における土木一式の総合評定値が900点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、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。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総

出資額の10分の２以上のものに限る。 

(ｴ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、鉄筋コンクリート土木構造物

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。なお、当該施工経験が共同

企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。  

キ  エ(ｴ)、オ(ｴ)及びカ(ｴ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従事して

いない者でなければならない。 

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

っても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね７日以内に本件工事に配置することができ

る場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法 

   入札説明書による。 

  (2) 提出部課 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

    横浜市財政局契約部契約第一課工事第二係（関内中央ビル２階） 

     電話 045(671)2245 

 (3) 提出期限 
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   平成27年３月３日午後５時 

 (4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2246  

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員

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

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所 

  本件工事に係る入札説明書等は、第３項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付等  

 (1) 入札説明書の交付期間及び交付方法 

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

   また、平成27年２月17日から平成27年４月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

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

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

る部課において無償で交付する。 

 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法 

   入札説明書に定める方法により入手すること。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間及び開札予定日時 

  ア 入札期間 

    平成27年３月30日から平成27年４月１日まで（休日等を除く。） 

  イ 開札予定日時 

    平成27年４月２日午前９時30分 

 (2) 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 前号アに定める期間の午前９時から午後８時まで（ただし、 終日は午後５時までとする。）

に、特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したＩＣカードを使用して、特定建

設共同企業体登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを用いて、電子入札システ

ムにより入札書を提出すること。 

(ｲ) 入札にあたっては、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出

の際に添付すること。工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関

係）（以下「運用基準」という。）第13条を参照すること。 

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

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

のは同等の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されている

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

、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

 イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。

なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地（代表構成員の所在地と同じ。

以下同じ。）、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第

１号様式)」（以下「紙入札参加届出書」という。）を、入札書と併せて提出すること。この場合

、当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記
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載すること。 

  ウ 郵送による入札書の提出 

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

終日の午後５時必着とする。）に、横浜市役所内郵便局に到達するように、書留郵便で郵送する

こと。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記

載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、

当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載

すること。 

 (3) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の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。 

 (4) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で

有効な入札がないときは、当該入札を不調とする。 

８ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

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

(6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審

査申請における代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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

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

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

９ 落札者の決定 

  第１項第６号に定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、その者

により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を

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

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

をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

 (1) 入札保証金  

   免除する。  

 (2) 契約保証金  

   要求する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前払金  

   本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の４以内

の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を契約の相手方とする場合は、

契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を支払う。 

 (2) 中間前払金 

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場合は、前号の前払金に追加

して、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２

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

合は、支払わない。 
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(3) 契約金の部分払いの回数は、４回以内とする。 

12 その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

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

結する予定の有無 

   無  

 (4) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事

に該当する。 

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

期間の 終日の午後５時までの間に第２項第２号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資

格を喪失した場合の取扱い 

      入札説明書による。 

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

。 

(7) 本件工事の入札は、平成27年度横浜市各会計予算が横浜市会平成27年第１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。 

(8) 本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成27年２月）に伴う特例措置」の対象工事である

。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書に記載があるので留意すること。 

(9) 詳細は、入札説明書による。 

13 議会の議決要件 

 本件工事の契約締結については、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。 

14 Summary  

 (1) Subject matter of the contract:Construction Works of the city planning road Kamoikamiiida 

Line(Phase 12) at Honjuku and Futamatagawa       

  (2) Deadline for the tender: 5:00 p.m., １ April, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2245 
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横浜市調達公告第54号 

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成27年２月17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) 工事名 

   横浜国際港都建設道路金沢シーサイドライン建設工事（その３） 

 (2) 工事場所 

   金沢区瀬戸4,849番地先から4,464番地先まで 

 (3) 工事概要 

   鋼４径間連続箱桁２層ラーメン高架橋製作・架設工一式（橋長75.5メートル、幅員15メートル、鋼

材重量918トン）、鋼４径間連続箱桁製作・架設工（二次施工）一式（橋長77メートル、幅員11メート

ル～15メートル、鋼材重量339トン）、門型ラーメン橋脚製作・架設工（二次施工）一式（場所打ち杭

工杭径1,500ミリメートル４本、鋼材重量70トン） 

 (4) 工種 

   鋼構造 

 (5) 完成期限 

   平成29年12月28日 

(6) 予定価格 

開札後に公表 

 (7) 調査基準価格 

開札後に公表 

２ 入札参加資格 

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

参加資格の確認を受けなければならない。 

 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 

    ア 構成員数は、２者とする。 

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

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

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

ない。 

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

できない。 

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

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

ければならない。 

(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

    イ  平成27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）（特定調達契約に係る一般競争入札

参加資格審査結果通知書（工事）を含む。以下同じ。）を受けており、「鋼構造」に登録を認められ

ている者であること。 

    ウ  平成27年３月３日から落札候補（予定）者通知書の送付日までの間のいずれの日においても、横

浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けて

いない者であること。 

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

ている者であること。 

(ｱ) 建設業法（昭和24年法律第100号。以下同じ。）第３条に定める鋼構造物工事業に係る特定建設

業許可（以下「鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可」という。）を有していること。 
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(ｲ) 建設業法第27条の23第１項に定める経営事項審査（以下「経審」という。）の総合評定値通知

書（本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日で有効かつ 新のものとする。以下同じ。）に

おける鋼構造の総合評定値が1,250点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、工事

１件あたりの鋼材重量が796トン以上の鋼製橋を製作・架設した工事の元請としての施工実績を有

すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出

資額の10分の２以上のものに限る。 

(ｴ) 鋼構造物工事業に係る監理技術者資格者証を有する者又はこれと同等以上の資格を有するもの

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

と。 

オ 特定建設共同企業体の第２位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 鋼構造物工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 

(ｲ) 経審の総合評定値通知書における鋼構造の総合評定値が1,050点以上であること。 

(ｳ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、工

事１件あたりの鋼材重量が796トン以上の鋼製橋を製作・架設した工事の元請としての施工実績を

有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総

出資額の10分の２以上のものに限る。 

(ｴ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。 

カ エ(ｴ)及びオ(ｴ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、直接的

かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従事していない

者でなければならない。 

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

っても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね７日以内に本件工事に配置することができ

る場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法 

   入札説明書による。 

  (2) 提出部課 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

    横浜市財政局契約部契約第一課工事第一係（関内中央ビル２階） 

     電話 045(671)2244 

 (3) 提出期限 

   平成27年３月３日午後５時 

 (4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2246  

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員

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

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所 

  本件工事に係る入札説明書等は、第３項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付等  

 (1) 入札説明書の交付期間及び交付方法 

      横浜市ホームページ「ヨコハマ・入札のとびら」からダウンロード可能。 
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   また、平成27年２月17日から平成27年４月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

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

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

る部課において無償で交付する。 

 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法 

   入札説明書に定める方法により入手すること。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間及び開札予定日時 

  ア 入札期間 

    平成27年３月30日から平成27年４月１日まで（休日等を除く。） 

  イ 開札予定日時 

    平成27年４月２日午前９時15分 

 (2) 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 前号アに定める期間の午前９時から午後８時まで（ただし、 終日は午後５時までとする。）

に、特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したＩＣカードを使用して、特定建

設共同企業体登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを用いて、電子入札システ

ムにより入札書を提出すること。 

(ｲ) 入札にあたっては、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出

の際に添付すること。工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関

係）（以下「運用基準」という。）第13条を参照すること。 

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

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

のは同等の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されている

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

、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

 イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。

なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地（代表構成員の所在地と同じ。

以下同じ。）、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第

１号様式)」（以下「紙入札参加届出書」という。）を、入札書と併せて提出すること。この場合

、当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記

載すること。 

  ウ 郵送による入札書の提出 

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

終日の午後５時必着とする。）に、横浜市役所内郵便局に到達するように、書留郵便で郵送する

こと。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記

載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、

当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載

すること。 

 (3) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の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。 

 (4) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で

有効な入札がないときは、当該入札を不調とする。 

８ 入札の無効 
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  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

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

(6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審

査申請における代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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

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

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

９ 落札者の決定 

  第１項第６号に定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、その者

により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を

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

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

をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

 (1) 入札保証金  

   免除する。  

 (2) 契約保証金  

   要求する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前払金  

   本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の４以内

の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を契約の相手方とする場合は、

契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を支払う。 

 (2) 中間前払金 

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場合は、前号の前払金に追加

して、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２

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

合は、支払わない。 

(3) 契約金の部分払いの回数は、３回以内とする。 

12 その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

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

結する予定の有無 

   無  

  (4) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事

に該当する。 

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

期間の 終日の午後５時までの間に第２項第２号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資

格を喪失した場合の取扱い 

      入札説明書による。 

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

。 
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 (7) 本件工事の入札は、平成27年度横浜市各会計予算が横浜市会平成27年第１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。 

(8) 本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成27年２月）に伴う特例措置」の対象工事である

。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書に記載があるので留意すること。 

(9) 詳細は、入札説明書による。 

13 議会の議決要件 

 本件工事の契約締結については、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。 

14 Summary  

 (1) Subject matter of the contract: Construction Works of The Kanazawa Seaside Line (Phase 3) 

  (2) Deadline for the tender: 5:00 p.m., １ April, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2244 
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横浜市調達公告第55号 

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成27年２月17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) 工事名 

   南本牧埋立工事（その４・揚土工） 

 (2) 工事場所 

   中区南本牧４番の１地先公有水面 

 (3) 工事概要 

   揚土工（空気圧送揚土）748,000立方メートル 

 (4) 工種 

   港湾 

 (5) 完成期限 

   平成28年３月31日 

(6) 予定価格 

開札後に公表 

 (7) 調査基準価格 

開札後に公表 

２ 入札参加資格 

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

参加資格の確認を受けなければならない。 

 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 

    ア 構成員数は、３者とする。 

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

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

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

ない。 

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

できない。 

エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が当該特定建設共同企業体の総出資額の10分の２以上

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

ければならない。 

(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

イ 平成27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）（特定調達契約に係る一般競争入札

参加資格審査結果通知書（工事）を含む。以下同じ。）を受けており、「港湾」に登録を認められ

ている者であること。 

    ウ  平成27年３月３日から落札候補（予定）者通知書の送付日までの間のいずれの日においても、横

浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けて

いない者であること。 

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

ている者であること。 

(ｱ) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条に定める土木工事業に係る特定建設業許可（以下「土

木工事業に係る特定建設業の許可」という。）を有していること。 

(ｲ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海上

から空気圧送船を用いて施工した埋立工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該施工

実績が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のもの
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に限る。 

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

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

当該監理技術者等は、平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日まで

の間に完成した、海上から作業船を用いて施工した埋立工事の元請としての施工経験を有すること

。なお、当該施工経験が共同企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の

10分の２以上のものに限る。 

オ 特定建設共同企業体の第２位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有していること。 

(ｲ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海

上から空気圧送船を用いて施工した埋立工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該施

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

ものに限る。 

(ｳ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海上から作業船を用いて施工

した工事の元請としての施工経験を有すること。なお、当該施工経験が共同企業体の構成員として

の施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

カ  特定建設共同企業体の第３位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｲ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海上

から作業船を用いて施工した埋立工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該施工実績

が共同企業体の構成員としての施工実績の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限

る。 

(ｳ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海上から作業船を用いて施工

した工事の元請としての施工経験を有すること。なお、当該施工経験が共同企業体の構成員として

の施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。  

キ  エ(ｳ)、オ(ｳ)及びカ(ｳ)に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日において、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従事して

いない者でなければならない。 

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

っても、落札候補(予定)者通知書の送付日からおおむね７日以内に本件工事に配置することができ

る場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法 

   入札説明書による。 

  (2) 提出部課 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

    横浜市財政局契約部契約第一課工事第二係（関内中央ビル２階） 

     電話 045(671)2244 

 (3) 提出期限 

   平成27年３月３日午後５時 

 (4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2246  

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員
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が、次のいずれかに該当するときは、本件工事に係る入札に参加することができない。 

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所 

  本件工事に係る入札説明書等は、第３項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付等  

 (1) 入札説明書の交付期間及び交付方法 

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

   また、平成27年２月17日から平成27年４月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

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

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

る部課において無償で交付する。 

 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法 

   入札説明書に定める方法により入手すること。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間及び開札予定日時 

  ア 入札期間 

    平成27年３月30日から平成27年４月１日まで（休日等を除く。） 

  イ 開札予定日時 

    平成27年４月２日午前９時31分 

 (2) 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 前号アに定める期間の午前９時から午後８時まで（ただし、 終日は午後５時までとする。）

に、特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したＩＣカードを使用して、特定建

設共同企業体登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを用いて、電子入札システ

ムにより入札書を提出すること。 

(ｲ) 入札にあたっては、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出

の際に添付すること。工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関

係）（以下「運用基準」という。）第13条を参照すること。 

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

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

のは同等の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されている

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

、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

 イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。

なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地（代表構成員の所在地と同じ。

以下同じ。）、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第

１号様式)」（以下「紙入札参加届出書」という。）を、入札書と併せて提出すること。この場合

、当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記

載すること。 

  ウ 郵送による入札書の提出 

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

終日の午後５時必着とする。）に、横浜市役所内郵便局に到達するように、書留郵便で郵送する

こと。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記

載すること。 
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(ｳ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、

当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載

すること。 

 (3) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の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。 

 (4) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で

有効な入札がないときは、当該入札を不調とする。 

８ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

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

(6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審

査申請における代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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

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

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

９ 落札者の決定 

  第１項第６号に定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、その者

により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を

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

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

をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

 (1) 入札保証金  

   免除する。  

 (2) 契約保証金  

   要求する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前払金  

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

約の相手方とする場合は、契約金額の10分の２以内の額を支払う。 

 (2) 中間前払金 

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場合は、前号の前払金に追加

して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行ったも

のを契約の相手方とする場合は、支払わない。 

(3) 契約金の部分払いの回数は、２回以内とする。 

12 その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

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

結する予定の有無 

   無  
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 (4) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事

に該当しない。 

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

期間の 終日の午後５時までの間に第２項第２号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資

格を喪失した場合の取扱い 

      入札説明書による。 

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

。 

(7) 本件工事の入札は、平成27年度横浜市各会計予算が横浜市会平成27年第１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。 

(8) 本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成27年２月）に伴う特例措置」の対象工事である

。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書に記載があるので留意すること。 

(9) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

 (1) Subject matter of the contract: Reclamation Works of the Unloading soil (Phase 4) at 

Minami Honmoku 

  (2) Deadline for the tender: 5:00 p.m., １ April, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2244 
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横浜市調達公告第56号 

特定調達契約に係る一般競争入札（工事）の施行（平成27年度契約分） 

次のとおり一般競争入札を行う。 

平成27年２月17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) 工事名 

   南本牧ふ頭第５ブロック廃棄物 終処分場（仮称）建設工事（その54・基礎及び本体工） 

 (2) 工事場所 

   中区南本牧４番の１地先公有水面 

 (3) 工事概要 

   本体工（ケーソン据付工31函、据付深度マイナス12.5メートル）、海上地盤改良工（床掘工、土運

船運搬工）、基礎工（基礎捨石工）、遮水工（底面遮水工、鉛直遮水工） 

(4) 工種 

   港湾 

 (5) 完成期限 

   平成29年２月28日 

(6) 予定価格 

開札後に公表 

 (7) 調査基準価格 

開札後に公表 

２ 入札参加資格 

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

参加資格の確認を受けなければならない。 

 (1) 特定建設共同企業体の資格条件 

    ア 構成員数は、３者とする。 

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

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

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

ない。 

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

できない。 

エ 構成員の出資比率は、各構成員の出資比率が当該特定建設共同企業体の総出資額の10分の２以上

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

ければならない。 

(2) 特定建設共同企業体の構成員の資格条件 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

イ 平成27・28年度横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）（特定調達契約に係る一般競争入札

参加資格審査結果通知書（工事）を含む。以下同じ。）を受けており、「港湾」に登録を認められ

ている者であること。 

    ウ  平成27年３月３日から落札候補（予定）者通知書の送付日までの間のいずれの日においても、横

浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けて

いない者であること。 

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

ている者であること。 

(ｱ) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条に定める土木工事業に係る特定建設業許可（以下「土

木工事業に係る特定建設業の許可」という。）を有していること。 

(ｲ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、次

のa及びbの工事の元請としての施工実績を有すること。（a及びbは別工事でも可。） 
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a 海上から作業船を用いて施工した遮水工を含むケーソンの据付工事 

b 海上から作業船を用いて水深マイナス７メートル以深に施工したケーソン又は鋼板セルの据付

工事 

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

10分の２以上のものに限る。 

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

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

当該監理技術者等は、平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日まで

の間に完成した、海上から作業船を用いて施工したケーソンの据付工事の元請としての施工経験を

有すること。なお、当該施工経験が共同企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総

出資額の10分の２以上のものに限る。 

オ  特定建設共同企業体の第２位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満たし

ている者であること。 

   (ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｲ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海

上から作業船を用いて施工したケーソン又は鋼板セルの据付工事の元請としての施工実績を有する

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

の10分の２以上のものに限る。 

(ｳ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海上から作業船を用いて施工

したケーソン又は鋼板セルの据付工事の元請としての施工経験を有すること。なお、当該施工経験

が共同企業体の構成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限

る。 

カ  特定建設共同企業体の第３位構成員は、アからウまでに掲げるもののほか、次の資格条件を満た

している者であること。 

(ｱ) 土木工事業に係る特定建設業の許可を有すること。 

(ｲ) 平成12年４月１日から本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海

上から作業船を用いて施工した港湾構造物工事の元請としての施工実績を有すること。なお、当該

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

ものに限る。 

(ｳ) 監理技術者等を施工現場に専任で配置できること。当該監理技術者等は、平成12年４月１日から

本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日までの間に完成した、海上から作業船を用いて施工

した港湾構造物工事の元請としての施工経験を有すること。なお、当該施工経験が共同企業体の構

成員としての施工経験の場合は、出資比率が総出資額の10分の２以上のものに限る。 

キ エ(ｳ) 、オ(ｳ) 及びカ(ｳ) に掲げる者は、本件工事の入札参加資格確認申請書類の提出日におい

て、直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、当該雇用期間が３か月間経過しており、他の工事に従事

していない者でなければならない。 

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

っても、落札候補（予定）者通知書の送付日からおおむね７日以内に本件工事に配置することができ

る場合に限り、他の工事に従事していない者として取り扱うものとする。 

３ 入札参加の手続 

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

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

 (1) 提出書類及び提出方法 

   入札説明書による。 

  (2) 提出部課 

    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

    横浜市財政局契約部契約第一課工事第二係（関内中央ビル２階） 

     電話 045(671)2228 

 (3) 提出期限 

   平成27年３月３日午後５時 

 (4) 契約条項等に関する問い合わせ先 
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第一課工事契約係（関内中央ビル２階） 

電話 045(671)2246  

４ 入札参加資格の喪失 

   入札参加資格の確認結果の通知後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員

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

  (1) 第２項の資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所 

  本件工事に係る入札説明書等は、第３項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲 

覧に供する。 

６ 入札説明書の交付等  

 (1) 入札説明書の交付期間及び交付方法 

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

   また、平成27年２月17日から平成27年４月１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

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

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

る部課において無償で交付する。 

 (2) 設計図書及び参考資料の入手方法 

   入札説明書に定める方法により入手すること。 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札期間及び開札予定日時 

  ア 入札期間 

    平成27年３月30日から平成27年４月１日まで（休日等を除く。） 

  イ 開札予定日時 

    平成27年４月２日午前９時16分 

 (2) 入札参加者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。 

  ア 電子入札システムによる入札書の提出 

(ｱ) 前号アに定める期間の午前９時から午後８時まで（ただし、 終日は午後５時までとする。）

に、特定建設共同企業体の代表構成員が単体として利用者登録したＩＣカードを使用して、特定建

設共同企業体登録時に付与される当該特定建設共同企業体の業者コードを用いて、電子入札システ

ムにより入札書を提出すること。 

(ｲ) 入札にあたっては、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出

の際に添付すること。工事費内訳書の提出方法については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関

係）（以下「運用基準」という。）第13条を参照すること。 

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

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

のは同等の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されている

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

、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

 イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間の午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時までに、横浜市財政局契約部契約第一課まで提出すること。

なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地（代表構成員の所在地と同じ。

以下同じ。）、商号又は名称及び代表者名を記載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書(第

１号様式)」（以下「紙入札参加届出書」という。）を、入札書と併せて提出すること。この場合

、当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記

載すること。 

  ウ 郵送による入札書の提出 
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   (ｱ) 所定の入札書とア(ｲ)に定める工事費内訳書を封筒に入れて、前号アに定める期間内（ただし、

終日の午後５時必着とする。）に、横浜市役所内郵便局に到達するように、書留郵便で郵送する

こと。なお、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

(ｲ) 入札書に特定建設共同企業体名、特定建設共同企業体の所在地、商号又は名称及び代表者名を記

載すること。 

(ｳ) 入札書の提出にあたっては、紙入札参加届出書を、入札書と併せて提出すること。この場合、

当該様式の「４ 電子入札システムを利用できない理由」欄に、「政府調達協定対象案件」と記載

すること。 

 (3) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の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。 

 (4) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札に予定価格の制限の範囲内の価格で

有効な入札がないときは、当該入札を不調とする。 

８ 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

 (1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

 (2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

 (3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

 (4) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

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

(6) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、平成27・28年度横浜市一般競争入札参加資格審

査申請における代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

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

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

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

９ 落札者の決定 

  第１項第６号に定める予定価格の制限の範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格が第１項第７号に定める調査基準価格を下回る場合に、その者

により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を

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

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

をもって入札した者を落札者とすることがある。 

10 入札保証金及び契約保証金  

 (1) 入札保証金  

   免除する。  

 (2) 契約保証金  

   要求する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前払金  

   本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の４以内の

額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者を契約の相手方とする場合は、本件

工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を支

払う。 

 (2) 中間前払金 

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場合は、前号の前払金に追加し

て、本件工事の請負契約締結時に別途定める、契約期間中の各会計年度の出来高予定額の10分の２以内

の額を支払う。ただし、調査基準価格を下回る価格で入札を行ったものを契約の相手方とする場合は、

支払わない。 

(3) 契約金の部分払いの回数は、４回以内とする。 
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12 その他 

 (1) 手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

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

結する予定の有無 

   無  

 (4) 本件工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事

に該当する。 

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

期間の 終日の午後５時までの間に第２項第２号ウに定める資格条件を満たさなくなり、入札参加資

格を喪失した場合の取扱い 

      入札説明書による。 

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

。 

(7) 本件工事の入札は、平成27年度横浜市各会計予算が横浜市会平成27年第１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。 

(8) 本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成27年２月）に伴う特例措置」の対象工事である

。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書に記載があるので留意すること。 

(9) 詳細は、入札説明書による。 

13 議会の議決要件 

 本件工事の契約締結については、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。 

14 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Construction Works of the Foundation rubble and the 

Seawalls (Phase 54) at the Number 5 Block Final Waste Disposal site of Minami Honmoku Pier 

(Tentative name)  

  (2) Deadline for the tender: 5:00 p.m., １ April, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045(671)2228 
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横浜市調達公告第57号 

一般競争入札（工事）の施行（平成26年度契約分） 

次のとおり、「鶴見土木管内道路整備工事（その９）」ほか18件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成27年２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25・26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) 横浜市一般競争参加停止及び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

一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

(4) 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

横浜市病院経営局請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する電子入札システム（横浜市契約規則第

２条第３号の電子入札システムをいう。以下同じ。）に登録された評定点（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 新月のものを対象とする。また、 新月に完

成した工事が２件以上ある場合は、 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25・26年度の横浜市入札参加資格審査結果通知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、タイヤショベル又は振動ローラーを所有してい

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年を超える賃貸

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

入札保証金の納付を求める場合及び８(11)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
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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、 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 低制限価格以上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を落札候補者とする。なお、 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
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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 低制限価格以上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 低制限価格以上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。 

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

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。 
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(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、一般競争参加停止及び指名停止措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

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 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、停止措置に該当し

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停

止措置に該当する。 

(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 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25・26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 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 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) 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。 

(12) 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
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。 

(13) 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 １４３１０１００７０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
鶴見土木管内道路整備工事（その９） 

施工場所 
鶴見土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、雨水桝設置工１か所、アスファルト舗装工５４１ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 １０，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、鶴見区又は港北区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 ９時１５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 

※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 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５１０－１６６９ 

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 １４３１０１００７０ 

工事件名 
鶴見土木管内道路整備工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 鶴見土木管内道路整備工事（その２） 
  イ 鶴見土木管内道路整備工事（その３） 
  ウ 鶴見土木管内道路整備工事（その４） 
  エ 鶴見土木管内道路整備工事（その５） 
  オ 鶴見土木管内道路整備工事（その６） 
  カ 鶴見土木管内道路整備工事（その７） 
  キ 鶴見土木管内道路整備工事（その８） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４３２０１００６６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
神奈川土木管内道路整備工事（その１０） 

施工場所 
神奈川土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝５０ｍ、雨水桝設置工１０か所、集水桝設置工３か所、アスファルト舗装 
工２２０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 ８，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、鶴見区、神奈川区又は保土ケ谷区内のいずれかであるこ 
  と。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 ９時１６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 

※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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３ 

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 １４３２０１００６６ 

工事件名 神奈川土木管内道路整備工事（その１０） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 神奈川土木管内道路整備工事（その３） 
  イ 神奈川土木管内道路整備工事（その４） 
  ウ 神奈川土木管内道路整備工事（その５） 
  エ 神奈川土木管内道路整備工事（その６） 
  オ 神奈川土木管内道路整備工事（その７） 
  カ 神奈川土木管内道路整備工事（その８） 
  キ 神奈川土木管内道路整備工事（その９） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４３３０１００４４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
西土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

防護柵設置工Ｌ＝３０ｍ、Ｌ形側溝工Ｌ＝９０ｍ、アスファルト舗装工１６０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 ９，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、神奈川区、西区又は中区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）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  該当しない 

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 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３ 

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 １４３３０１００４４ 

工事件名 西土木管内道路整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 西土木管内道路整備工事（その１） 
  イ 西土木管内道路整備工事（その２） 
  ウ 西土木管内道路整備工事（その３） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４３４０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中土木管内道路整備工事（その８） 

施工場所 
中土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝４０ｍ、雨水桝設置工３か所、アスファルト舗装工４２５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ９月３０日まで 

予定価格 ９，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、西区、中区又は磯子区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６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  該当しない 

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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１ 

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 １４３４０１００５６ 

工事件名 中土木管内道路整備工事（その８） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 中土木管内道路整備工事（その１） 
  イ 中土木管内道路整備工事（その２） 
  ウ 中土木管内道路整備工事（その３） 
  エ 中土木管内道路整備工事（その５） 
  オ 中土木管内道路整備工事（その６） 
  カ 中土木管内道路整備工事（その７） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４３５０１００５２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南土木管内道路整備工事（その９） 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、雨水桝築造工４か所、アスファルト舗装工２９０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月３１日まで 

予定価格 １０，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、中区、南区又は磯子区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 ９時３１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 

※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 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２１ 

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 １４３５０１００５２ 

工事件名 南土木管内道路整備工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 南土木管内道路整備工事（その２） 
  イ 南土木管内道路整備工事（その３） 
  ウ 南土木管内道路整備工事（その４） 
  エ 南土木管内道路整備工事（その５） 
  オ 南土木管内道路整備工事（その７） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４３６０１００６５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港南土木管内道路整備工事（その４） 

施工場所 
港南土木管内一円 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝５０ｍ、集水桝設置工５か所、人孔調整工８か所、アスファルト舗装工 
３９０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 １１，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、港南区又は戸塚区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６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  該当しない 

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 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 １４３６０１００６５ 

工事件名 港南土木管内道路整備工事（その４） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 港南土木管内道路整備工事 
  イ 港南土木管内道路整備工事（その２） 
  ウ 港南土木管内道路整備工事（その３） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４３７０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
保土ケ谷土木管内道路整備工事（その７） 

施工場所 
保土ケ谷土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝５０ｍ、ＬＵ形側溝工Ｌ＝３０ｍ、雨水桝設置工４か所、アスファルト舗 
装工２５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月２４日まで 

予定価格 １０，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、南区又は保土ケ谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６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  該当しない 

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 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４５ 

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 １４３７０１００７５ 

工事件名 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その３） 
  イ 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その４） 
  ウ 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その５） 
  エ 保土ケ谷土木管内道路整備工事（その６） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４３８０１００７５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旭土木管内道路整備工事（その７） 

施工場所 
旭土木管内一円 

工事概要 

Ｕ形側溝工Ｌ＝１０ｍ、ＬＵ形側溝工Ｌ＝５ｍ、Ｌ形側溝工Ｌ＝５ｍ、アスファルト舗装 
工３００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 ９，２４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、旭区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６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  該当しない 

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 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０３ 

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 １４３８０１００７５ 

工事件名 旭土木管内道路整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 旭土木管内道路整備工事（その１） 
  イ 旭土木管内道路整備工事（その２） 
  ウ 旭土木管内道路整備工事（その３） 
  エ 旭土木管内道路整備工事（その４） 
  オ 旭土木管内道路整備工事（その５） 
  カ 旭土木管内道路整備工事（その６） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 

 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

48 

 

契約番号 １４３９０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子土木管内道路整備工事（その１１） 

施工場所 
磯子土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝７０ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝３０ｍ、雨水桝設置工４か所、アスファルト舗装 
工２００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 １０，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、港南区、磯子区又は金沢区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６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  該当しない 

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 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 １４３９０１００５６ 

工事件名 磯子土木管内道路整備工事（その１１） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 磯子土木管内道路整備工事（その８） 
  イ 磯子土木管内道路整備工事（その９） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４００１００５９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
金沢土木管内道路整備工事（その６） 

施工場所 
金沢土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝５０ｍ、雨水桝設置工２か所、アスファルト舗装工４００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月３１日まで 

予定価格 ９，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、港南区、金沢区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０時００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 

※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 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 １４４００１００５９ 

工事件名 金沢土木管内道路整備工事（その６） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 金沢土木管内道路整備工事（その３） 
  イ 金沢土木管内道路整備工事（その４） 
  ウ 金沢土木管内道路整備工事（その５） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４１０１００８７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北土木管内道路整備工事（その１３） 

施工場所 
港北土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝５０ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝３０ｍ、アスファルト舗装工３９０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 ８，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、港北区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６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  該当しない 

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 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１ 

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 １４４１０１００８７ 

工事件名 港北土木管内道路整備工事（その１３） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 港北土木管内道路整備工事（その３） 
  イ 港北土木管内道路整備工事（その４） 
  ウ 港北土木管内道路整備工事（その５） 
  エ 港北土木管内道路整備工事（その６） 
  オ 港北土木管内道路整備工事（その７） 
  カ 港北土木管内道路整備工事（その８） 
  キ 港北土木管内道路整備工事（その１０） 
  ク 港北土木管内道路整備工事（その１１） 
  ケ 港北土木管内道路整備工事（その１２） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。 

 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

54 

 

契約番号 １４４２０１００５５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
緑土木管内道路整備工事（その７） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝３０ｍ、雨水桝設置工３か所、人孔調整工６か所 
 ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月３１日まで 

予定価格 ９，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、保土ケ谷区、緑区又は青葉区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０時０２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  該当しない 

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 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００ 

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 １４４２０１００５５ 

工事件名 緑土木管内道路整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 緑土木管内道路整備工事（その２） 
  イ 緑土木管内道路整備工事（その３） 
  ウ 緑土木管内道路整備工事（その４） 
  エ 緑土木管内道路整備工事（その５） 
  オ 緑土木管内道路整備工事（その６） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４３０１００７３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
青葉土木管内道路整備工事（その２） 

施工場所 
青葉土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、雨水桝設置工５か所、アスファルト舗装工２５０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月３１日まで 

予定価格 ９，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、青葉区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０時１５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 

※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 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００ 

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 １４４３０１００７３ 

工事件名 青葉土木管内道路整備工事（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   青葉土木管内道路整備工事 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４４０１００７１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑土木管内道路整備工事（その９） 

施工場所 
都筑土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝４０ｍ、雨水桝設置工５か所、アスファルト表層舗装工２８５ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月３１日まで 

予定価格 ９，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、緑区又は都筑区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０時１６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  該当しない 

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 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 １４４４０１００７１ 

工事件名 都筑土木管内道路整備工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
   都筑土木管内道路整備工事（その８） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４７０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
泉土木管内道路整備工事（その９） 

施工場所 
泉土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝１０ｍ、人孔調整工２か所、アスファルト舗装工２４０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ８月２１日まで 

予定価格 ９，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、旭区又は泉区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０時３１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 

※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 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８００－２５３４ 

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 １４４７０１００５１ 

工事件名 泉土木管内道路整備工事（その９） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 泉土木管内道路整備工事（その１） 
  イ 泉土木管内道路整備工事（その３） 
  ウ 泉土木管内道路整備工事（その４） 
  エ 泉土木管内道路整備工事（その５） 
  オ 泉土木管内道路整備工事（その６） 
  カ 泉土木管内道路整備工事（その７） 
  キ 泉土木管内道路整備工事（その８） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４６０１００５６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄土木管内道路整備工事（その５） 

施工場所 
栄土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、Ｕ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、アスファルト舗装工２６０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年１０月３０日まで 

予定価格 ９，１９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、金沢区、戸塚区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０時３０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  該当しない 

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 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１ 

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 １４４６０１００５６ 

工事件名 栄土木管内道路整備工事（その５） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 栄土木管内道路整備工事（その２） 
  イ 栄土木管内道路整備工事（その３） 
  ウ 栄土木管内道路整備工事（その４） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４５０１０１００ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
戸塚土木管内道路整備工事（その１２） 

施工場所 
戸塚土木管内一円 

工事概要 

Ｕ形側溝工Ｌ＝２０ｍ、雨水桝取替工１１か所、アスファルト舗装工１００ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から平成２７年 ７月３１日まで 

予定価格 １０，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、戸塚区又は栄区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０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  該当しない 

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 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２１ 

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 １４４５０１０１００ 

工事件名 戸塚土木管内道路整備工事（その１２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 戸塚土木管内道路整備工事（その１） 
  イ 戸塚土木管内道路整備工事（その２） 
  ウ 戸塚土木管内道路整備工事（その３） 
  エ 戸塚土木管内道路整備工事（その４） 
  オ 戸塚土木管内道路整備工事（その５） 
  カ 戸塚土木管内道路整備工事（その６） 
  キ 戸塚土木管内道路整備工事（その７） 
  ク 戸塚土木管内道路整備工事（その８） 
  ケ 戸塚土木管内道路整備工事（その９） 
  コ 戸塚土木管内道路整備工事（その１０） 
  サ 戸塚土木管内道路整備工事（その１１） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４４８０１００５１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
瀬谷土木管内道路整備工事（その７） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

Ｌ形側溝工Ｌ＝２５ｍ、ＬＵ形側溝工Ｌ＝３０ｍ、雨水桝設置工２か所、アスファルト舗 
装工２４０ｍ２ ほか 

工期 契約締結の日から１５０日間 

予定価格 ９，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

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）主たる営業所の所在地が、泉区又は瀬谷区内のいずれかであること。 
（２）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 
（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） 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０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  該当しない 

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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５ 

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 １４４８０１００５１ 

工事件名 瀬谷土木管内道路整備工事（その７） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）入札取扱要綱第２５条第１項第１２号の規定に基づき、落札候補（予定）者通知書 
  の送付日において、次の工事を契約しているとき（落札決定通知書の送付を受けてい 
  るときを含む。）は、本件工事の契約を締結できない（ただし、完成検査が完了して 
  いる場合はこの限りでない。）。 
  ア 瀬谷土木管内道路整備工事（その２） 
  イ 瀬谷土木管内道路整備工事（その３） 
  ウ 瀬谷土木管内道路整備工事（その４） 
  エ 瀬谷土木管内道路整備工事（その５） 
  オ 瀬谷土木管内道路整備工事（その６） 
（４）この入札は、平成２６年度補正予算が横浜市会平成２７年第１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。 
（５）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 １４１７０１０００５ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
旧関東財務局耐震補強等工事（空調衛生設備工事）（その２） 

施工場所 
中区日本大通３４番地 

工事概要 

耐震補強工、内装工、建具改修工、外装工、外構工の建築工事に伴う空調衛生設備工事一 
式 

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 - 

低制限価格 開札後に公表（ 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：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

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。 
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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 
平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ５時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ６日（金）午前 １０時０３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  該当しない 

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 １４１７０１０００５ 

工事件名 旧関東財務局耐震補強等工事（空調衛生設備工事）（その２） 

入 
 

札 
 

に 
 

係 
 

る 
 

必 
 

要 
 

事 
 

項 

【注意事項】 
（１）本件工事に係る入札参加資格の確認及び適格性の審査は、平成２５・２６年度の横 
  浜市一般競争入札有資格者名簿に基づいて行うものとする。 
（２）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 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。 
（３）本件工事は、「公共工事設計労務単価の改定（平成２７年２月）に伴う特例措置」 
  の対象工事である。なお、本件工事の積算基準日については、設計書又は現場説明書 
  に記載があるので留意すること。 
（４）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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58号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「市民税・県民税納税通知書（異動用）全繰１期用４Ｐ（ＮＤＤＨ） 26,460セットほか

の印刷」ほか236件の契約について、一般競争入札を行う。 
平成27年２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) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受け

ていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

よる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

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

３ 設計図書の交付等 

(1) 設計図書の交付 

 設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

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

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

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

第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（休日等を除く。）において、電子入札システムにより入札書を提

出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合を

除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の1 0 0分の８に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価

格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額の1 0 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 
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次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

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

定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとする。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

。 

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

。 

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

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

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

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

めない。 

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

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

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

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

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

者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

第４項に定めるとおりとする。 

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

規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

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

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

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

は解除することができるものとする。 

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

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

要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １５０３０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市民税・県民税納税通知書（異動用）全繰１期用４Ｐ（ＮＤＤＨ） ２６，４６０セットほか

の印刷 

納入／履行場所 
総務局情報システム課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月１５日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

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 １５０３０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
個人住民税・県民税のお知らせ（チラシ） ９９９，２００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
財政局税務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月１８日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

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 １５１２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西・中区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
西区西土木事務所管内一円ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

③高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

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

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１２０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
流域貯留浸透施設巡回点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立荏田東第一小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 道路局河川管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１４０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなとみらいトンネルほか道路安全管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港２丁目１１－５番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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

務を平成２２年４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績を有する者（平 

成２７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港湾局管財第一課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１４０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大さん橋ふ頭ビル及び浮き桟橋・施設周辺の清掃等業務委託 

納入／履行場所 
大さん橋ふ頭ビル及び浮き桟橋・施設周辺 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１４０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜港維持管理ビル庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜港維持管理ビル 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 港湾局維持保全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１４０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大さん橋地区清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

81 

 

契約番号 １５１４０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港湾施設照明保守点検業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区大黒ふ頭ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港湾局維持保全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１４０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ベイサイドマリーナ地区廃棄物収集運搬処分業務委託 

納入／履行場所 
金沢区白帆 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務と同種の業務の実績を有する者。 

④産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンク 

リートくず及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリー 

トくず及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１４０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ベイサイドマリーナ地区等清掃業務委託 

納入／履行場所 
金沢区白帆ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大通り公園ほか１公園塵芥収集清掃委託 

納入／履行場所 
大通り公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末吉ポンプ場等放流樋管点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局末吉ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ７月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
矢向地下ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局矢向地下ポンプ施設ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守又は機械設備保守 

格付等級 【電気設備保守：－】又は【機械設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に 

登録があること又は種目「電気設備保守」に登録があること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局神奈川水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 環境創造局神奈川水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西部水再生センター庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局西部水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 環境創造局西部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄第一水再生センター等庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局栄第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 環境創造局栄水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
自動車排出ガス測定機器等保守管理業務 

納入／履行場所 
鶴見区下末吉二丁目２５番６号ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と。準市内業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

③特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（積替又は保管を含む、廃アルカリ）を受けている 

者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センターりん濃度測定装置保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
羽沢揚水ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局羽沢揚水ポンプ施設ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守又は機械設備保守 

格付等級 【電気設備保守：－】又は【機械設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において種目「機械設備保守」に登録があり、かつ細目「Ｄ：ポンプ」に 

登録があること又は種目「電気設備保守」に登録があること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局港北水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ダイオキシン類試料等採取業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立生麦小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

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

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局環境管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区ほか４区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
旭区、緑区、青葉区、都筑区及び瀬谷区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

④高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

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

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

④計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局大気・音環境課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃棄物焼却炉等の排ガス中のダイオキシン類濃度測定業務委託 

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

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

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局大気・音環境課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３００９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市風力発電所電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市風力発電所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と、準市内業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局環境エネルギー課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１０７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部汚泥資源化センター洗浄スクリーンかす等運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部汚泥資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業（鉱さい）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１０８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新羽ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局新羽ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局港北水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１０９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第二水再生センター沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第二水再生センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子ポンプ場等沈砂運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局磯子ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局南部水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部汚泥資源化センター洗浄スクリーンかす等運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部汚泥資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

⑤産業廃棄物収集運搬業（鉱さい）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑中央公園ほか７公園維持業務委託 

納入／履行場所 
都筑区荏田東四丁目１１番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜動物の森公園維持業務委託 

納入／履行場所 
旭区上白根町１１４５番地３ 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
（仮称）舞岡町公園予定地内除草等維持管理業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区舞岡町ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

106 

 

契約番号 １５２１０３０１１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川向ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
川向ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局港北水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局金沢ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷ポンプ場等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局保土ケ谷ポンプ場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局神奈川水再生センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
環境活動支援センターほか維持管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区狩場町２１３番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局環境活動支援センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園維持業務委託 

納入／履行場所 
中区山手町１１４番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ポートサイド公園トンネル扉鍵開閉警備業務委託 

納入／履行場所 
ポートサイド公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０１２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
菊名桜山公園トイレ棟扉鍵開閉警備業務委託 

納入／履行場所 
菊名桜山公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

113 

 

契約番号 １５２１０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福浦工場排水処理場から生ずる貴金属を含む脱水ケーキの売払 

納入／履行場所 
環境創造局福浦工場排水処理場 

￥概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿（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当該売払物から金属を抽出することができる施設を保有していること。 

提出書類 

①搬入予定先及び設備についての申告書 

②金属を抽出することができる施設であることが確認できる書類・画像等 

③金属を抽出することができる施設を保有していることが確認できる書類（償却資産申告 

書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し等） 

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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 環境創造局南部下水道センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０５０００１ 

件名 
福浦工場排水処理場から生ずる貴金属を含む脱水ケーキの売払 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

３．売払物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。 

４．提出書類③が提出できない場合又は①から③のいずれの書類によっても金属を抽出す 

ることができる施設を保有していることが確認できないと判断される場合は、現地調査等 

により、別途確認を行う。それに伴い、落札決定までに時間を要す場合がある。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

115 

 

契約番号 １５２２０２００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
炭酸ソーダ ３２０トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局南本牧排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特殊反応助剤 ３０３，５００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ベントナイト ３５６，４３３キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アンモニア水（２５パーセント） ２６１，０００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アンモニア水（２５パーセント） ２５４，３７２キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
苛性ソーダ（２５パーセント） ５０４トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スケール防止剤（栗田工業） ５，４００キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２６ 

件名 
スケール防止剤（栗田工業） ５，４００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アンモニア水（２５パーセント） １９９，１００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特殊反応助剤（クニミネ工業） ２１１，２２０キログラム（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００２８ 

件名 
特殊反応助剤（クニミネ工業） ２１１，２２０キログラム（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
苛性ソーダ（２５パーセント） ３４８トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局南本牧排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
冷却水処理剤（栗田工業） ８５０キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３０ 

件名 
冷却水処理剤（栗田工業） ８５０キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特殊反応助剤（クニミネ工業） １２７，１８６キログラム（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３１ 

件名 
特殊反応助剤（クニミネ工業） １２７，１８６キログラム（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アンモニア水（２５パーセント） １１８，８１１キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３８パーセント） ２４，９００キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３３ 

件名 
塩化第二鉄（３８パーセント） ２４，９００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３７パーセント） １１４トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局南本牧排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
脱酸素剤（栗田工業） １，８００キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３５ 

件名 
脱酸素剤（栗田工業） １，８００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
炭酸ソーダ ９５トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，５００キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００３７ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，５００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ゼオライト ６５，０００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

141 

 

契約番号 １５２２０２００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
メタノール（５０パーセント） ６２トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
苛性ソーダ（２５パーセント） ５７，０００キログラム（概算）ほか 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スライム防止剤（栗田工業） １，０１０キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４１ 

件名 
スライム防止剤（栗田工業） １，０１０キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

145 

 

契約番号 １５２２０２００４２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） １８６箱（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４２ 

件名 
清缶剤（栗田工業） １８６箱（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

147 

 

契約番号 １５２２０２００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
活性炭 ９，０００キログラム（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３８パーセント） ２７，９００キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４４ 

件名 
塩化第二鉄（３８パーセント） ２７，９００キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化第二鉄（３７パーセント） ４７トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
配管防食剤（栗田工業） ６０２キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４６ 

件名 
配管防食剤（栗田工業） ６０２キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
硫酸アルミニウム １２５トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局川井排水処理施設ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，５６８キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４８ 

件名 
清缶剤（栗田工業） ２，５６８キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スライム・スケール防止剤（栗田工業） ７５０キログラム（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００４９ 

件名 
スライム・スケール防止剤（栗田工業） ７５０キログラム（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩酸（３５パーセント） １６，８１９キログラム（概算）ほか 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子工業） １，５４４リットル（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００５１ 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子工業） １，５４４リットル（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
液状脱臭剤（新エポリオン） １２箱（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局北部事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局北部事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００５２ 

件名 
液状脱臭剤（新エポリオン） １２箱（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
硫酸（７５パーセント） ６２トン（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局神明台第７次排水処理施設 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局処分地管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩酸（３５パーセント） ２，４６８キログラム（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００５４ 

件名 
塩酸（３５パーセント） ２，４６８キログラム（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子工業） ６２本（概算）ほか 同等品可 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 工化学薬品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０２００５５ 

件名 
塩化水素濃度計吸収液（京都電子工業） ６２本（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０２００６５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
プロパンガス ７，０００立方メートル（概算） 

納入／履行場所 
資源循環局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道等清掃業務委託（都心部５ 伊勢佐木・野毛地区） 

納入／履行場所 
中区、西区 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道等清掃業務委託（都心部６ 新横浜地区） 

納入／履行場所 
港北区 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場ほかクレーンワイヤー交換委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務と同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場ほかクレーンワイヤー交換委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：クレーン】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭工場排ガス分析計点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局旭工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局旭工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場空気調和設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年１２月２８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神明台処分地環境調査委託 

納入／履行場所 
資源循環局神明台処分地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

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

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度、特定濃度、音圧レベル及び振動加速度レベル）の登録を受けてい 

る者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局資源政策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

納入／履行場所 
市内全域 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

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

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

③計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局産業廃棄物対策課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
各事務所自家用電気工作物保守定期点検委託（その２） 

納入／履行場所 
資源循環局戸塚事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑工場ボイラーチューブ等清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局都筑工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央管理方式の空気調和設備を有する事務所の作業環境測定委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局職員課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場煙突清掃委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月１１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢工場溶融スラグ輸送委託 

納入／履行場所 
資源循環局金沢工場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

⑤一般貨物自動車運送事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 

③一般貨物自動車運送事業許可証の写し 

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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局金沢工場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
喫煙所清掃委託（鶴見駅西口ほか） 

納入／履行場所 
鶴見駅西口ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０３００５９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
喫煙所清掃委託（横浜駅きた西口ほか） 

納入／履行場所 
横浜駅きた西口ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
無色・茶色ガラス８，２８０トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター（鶴見区末広町１丁目１５番地１）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：びん】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２０ 

件名 
無色・茶色ガラス８，２８０トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月分） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（鶴見ヤード）２３トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
鶴見ヤード（資源循環局鶴見工場内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２１ 

件名 
古紙（鶴見ヤード）２３トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（港南ヤード及び港南資源回収センター）８９トン（概算）の売払（平成２７年４月から

６月まで） 

納入／履行場所 
港南ヤード（資源循環局旧港南工場）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２２ 

件名 
古紙（港南ヤード及び港南資源回収センター）８９トン（概算）の売払（平成２７年４月から

６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（保土ケ谷ヤード）３７トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
保土ケ谷ヤード（資源循環局保土ケ谷工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２３ 

件名 
古紙（保土ケ谷ヤード）３７トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（磯子ヤード）３３トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
磯子ヤード（資源循環局旧磯子輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２４ 

件名 
古紙（磯子ヤード）３３トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（都筑ヤード）７９トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
都筑ヤード（資源循環局都筑工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２５ 

件名 
古紙（都筑ヤード）７９トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（長坂谷ヤード）３０トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

納入／履行場所 
長坂谷ヤード（長坂谷処分地跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２６ 

件名 
古紙（長坂谷ヤード）３０トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（神明台ヤード）５０トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

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

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２７ 

件名 
古紙（神明台ヤード）５０トン（概算）の売払（平成２７年４月から６月まで） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（鶴見ヤード）１６トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

納入／履行場所 
鶴見ヤード（資源循環局鶴見工場内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２８ 

件名 
古布（鶴見ヤード）１６トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（港南ヤード及び港南資源回収センター）５３トン（概算）の売払（平成２７年４月から

平成２７年９月） 

納入／履行場所 
港南ヤード（資源循環局旧港南工場）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００２９ 

件名 
古布（港南ヤード及び港南資源回収センター）５３トン（概算）の売払（平成２７年４月から

平成２７年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（保土ケ谷ヤード）１２トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

納入／履行場所 
保土ケ谷ヤード（資源循環局保土ケ谷工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００３０ 

件名 
古布（保土ケ谷ヤード）１２トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（磯子ヤード）１８トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

納入／履行場所 
磯子ヤード（資源循環局旧磯子輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００３１ 

件名 
古布（磯子ヤード）１８トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（都筑ヤード）４３トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

納入／履行場所 
都筑ヤード（資源循環局都筑工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００３２ 

件名 
古布（都筑ヤード）４３トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（神明台ヤード）３２トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

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

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００３３ 

件名 
古布（神明台ヤード）３２トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２２０５００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（長坂谷ヤード）１３トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

納入／履行場所 
長坂谷ヤード（長坂谷処分地跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２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 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 資源循環局業務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２２０５００３４ 

件名 
古布（長坂谷ヤード）１３トン（概算）の売払（平成２７年４月から平成２７年９月） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５２３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
収納金の一時保管・警備輸送業務委託 

納入／履行場所 
建築局建築情報課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

②警備業法第２条第１項第３号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 建築局建築情報課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２５０２０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市報 ３２５，０００ページ（概算）の印刷 

納入／履行場所 
総務局法制課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 総務局法制課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市役所本庁舎空気調和機（パッケージ型）等の保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 総務局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２５０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古紙（市庁舎）９１，９００ｋｇ（概算）の売払 

納入／履行場所 
横浜市庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古紙】 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

②当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 総務局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２６０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「庁内報」（４月号～平成２８年３月号） ５８８，０００部の印刷 

納入／履行場所 
市民局広報課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 市民局広報課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２７０２０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型窓空き封筒区内特別用 ３４５，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２７０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型封筒 ３５０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２７０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型窓空き封筒（転送禁止） ３２０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２７０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
現況届ご案内 ３２０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２７０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央児童相談所等庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市中央児童相談所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 こども青少年局中央児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２７０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部児童相談所一時保護所警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市南部児童相談所一時保護所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 こども青少年局南部児童相談所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
局封筒Ａ（裏面局連絡先）（機械封入用） ９０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局福祉保健課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特定健康診査受診券送付用封筒 ６８１，１００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 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月 ７日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
納入通知書用封筒 ５２１，１００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局医療援助課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ６月１９日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局医療援助課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
介護保険料額決定通知書用封筒 ８７３，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月２８日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

229 

 

契約番号 １５２８０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
納入通知書Ｂ（違約金説明あり） １０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局福祉保健課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国民健康保険料ＯＣＲ納付書付督促状 １，４５１，１００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
国民健康保険料ＯＣＲ納付書 ３，０２５，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
問診票付受診券 ７１２，５００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月 ７日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特定健康診査用受診券 １２，２００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月２０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
介護保険料額決定通知書 ８９０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月２８日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
額通知書（バッチ分） ７５，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年１２月 ４日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＯＣＲ納付書（１枚組） １０２，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年１０月 ５日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局介護保険課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特定健康診査実施機関一覧表 ６９５，３６０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 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月 ７日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
がん検診案内チラシ（鶴見区） ５１，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月 ７日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
胃がん検診票 ２，３６０冊ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保健事業課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ５月１１日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局保健事業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０２００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ヘリウム ４９本（概算）ほか 

納入／履行場所 
健康福祉局衛生研究所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山墓地清掃等委託 

納入／履行場所 
久保山墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢墓地清掃等委託 

納入／履行場所 
三ツ沢墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野公園墓地清掃等委託 

納入／履行場所 
日野公園墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山霊堂設備管理業務委託 

納入／履行場所 
久保山霊堂 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２２年４月１日以降に、延床面積３，０００平方メートル以上の建築物に関する 

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

した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山霊堂清掃業務委託 

納入／履行場所 
久保山霊堂 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野公園墓地・三ツ沢墓地内公衆便所清掃委託 

納入／履行場所 
日野公園墓地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速液体クロマトグラフ質量分析計の保守点検 

納入／履行場所 
健康福祉局本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

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

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ガスクロマトグラフ質量分析計の保守点検 

納入／履行場所 
健康福祉局本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

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

登録の有無は問わない。）。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３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 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
松風学園 消防用設備定期点検保守委託 

納入／履行場所 
健康福祉局松風学園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局松風学園 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
名瀬ホーム 一般廃棄物収集運搬業務委託 

納入／履行場所 
横浜市名瀬ホーム 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局名瀬ホーム 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉保健センタ－等産業廃棄物収集運搬処理委託（１９か所分） 

納入／履行場所 
鶴見区福祉保健センタ－ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④特別管理産業廃棄物収集運搬業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

⑤特別管理産業廃棄物処分業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局健康安全課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
福祉保健システム電算出力帳票及び磁気光学媒体等運搬業務委託 

納入／履行場所 
健康福祉局福祉保健課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局福祉保健課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢墓地塵芥搬出処理委託 

納入／履行場所 
三ツ沢墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

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

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

⑥産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び 

陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山墓地塵芥搬出処理委託 

納入／履行場所 
久保山墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

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

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

⑥産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び 

陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野公園墓地塵芥搬出処理委託 

納入／履行場所 
日野公園墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

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

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

⑥産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び 

陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚斎場空気調和設備保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市戸塚斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２８０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山斎場駐車場警備委託 

納入／履行場所 
横浜市久保山斎場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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

務を平成２２年４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績を有する者（平 

成２７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２９０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中央卸売市場本場下水清掃防疫委託 

納入／履行場所 
中央卸売市場本場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

④産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

⑤汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

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

は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 経済局運営調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３１０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区施設清掃委託 

納入／履行場所 
鶴見区鶴見土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区クリーンタウン横浜事業清掃業務委託（その２） 

納入／履行場所 
鶴見駅周辺地区 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 27 年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 鶴見区地域振興課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３１０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市場旧東海道公園ほか９公園公衆便所清掃委託 

納入／履行場所 
市場旧東海道公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

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

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３１０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
鶴見区内 大田神奈川線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月１６日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 鶴見区鶴見土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区施設清掃委託 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３２０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内西部ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月２２日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３３０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西区みなとみらい線連絡地下通路清掃委託 

納入／履行場所 
西区みなとみらい三丁目５番地先みなとみらい駅地下道ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 西区西土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区車道清掃委託（その２） 

納入／履行場所 
中区中土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③車道清掃の業務実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

⑥ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④ロードスイーパー及び散水車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な 

者は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類（画像）等 

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

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区施設清掃委託 

納入／履行場所 
中区中土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
寿公園ほか３公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
寿公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区野毛ちかみち清掃委託 

納入／履行場所 
中区桜木町１丁目から花咲町２丁目地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区役所庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 中区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
中区中土木事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区街路樹維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
中区大岡川プロムナードほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 中区中土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３４０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区市立保育所 午睡用寝具乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市錦保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 中区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南区公園清掃業務委託 

納入／履行場所 
南区弘明寺町２４４番地の５ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 南区南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３６０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区総合庁舎及び港南土木事務所清掃委託 

納入／履行場所 
港南区総合庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 港南区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３６０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内区所管公園便所清掃業務 

納入／履行場所 
港南台さえずりの丘公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

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

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３６０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内スクリーン点検清掃管理委託 

納入／履行場所 
港南区日野中央二丁目２番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３６０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区街路樹維持業務委託（南部） 

納入／履行場所 
港南区南部地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３６０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内遊水地・雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
港南区野庭町３１２番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３６０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南台さえずりの丘公園巡回開閉等業務委託 

納入／履行場所 
港南台さえずりの丘公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港南区港南土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３７０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区車道清掃委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③車道清掃の業務実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

⑥ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④ロードスイーパー及び散水車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な 

者は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類（画像）等 

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

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３７０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区施設清掃委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３７０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区総合庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 保土ケ谷区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３７０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷土木事務所庁舎清掃委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３７０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内（北部） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３８０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区総合庁舎他清掃委託 

納入／履行場所 
旭区総合庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 旭区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３８０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中堀川プロムナード維持管理委託 

納入／履行場所 
旭区上白根町１００２番地先から白根五丁目１３番地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 旭区旭土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３９０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区車道清掃委託 

納入／履行場所 
磯子区磯子土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③車道清掃の業務実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

⑥ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④ロードスイーパー及び散水車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な 

者は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類（画像）等 

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

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３９０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区総合庁舎機械警備業務委託 

納入／履行場所 
磯子区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成３２年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：機械警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③警備業法第２条第５項に規定する機械警備業務を平成２２年４月１日以降に元請として 

１年以上継続して履行した実績を有する者。（平成２７年３月３１日までの履行予定のも 

のを含む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約とする。 

③平成 27 年度分の委託金額の総額（税抜き）で見積もること。 

④この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 磯子区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５３９０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区街路樹維持業務委託（北部） 

納入／履行場所 
磯子区（北部）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 磯子区磯子土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区街路樹維持業務委託（金沢地先埋立地北部） 

納入／履行場所 
金沢区並木一丁目１号地ループ道路ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４００３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
第１８回統一地方選挙開票所設営及び撤収業務委託（金沢区） 

納入／履行場所 
横浜市立大学総合体育館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月１３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 イベント企画運営等 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 金沢区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
港北区港北土木事務所管内一円（新横浜地区以外） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北区新田緑道ほか１８公園公衆便所清掃委託 

納入／履行場所 
新田緑道公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

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

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
港北区港北土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北保育園他５園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市港北保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同様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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港北区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
第１８回統一地方選挙開票所設営及び撤去委託（港北区） 

納入／履行場所 
横浜市港北スポーツセンター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月１３日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 イベント企画運営等 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港北区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４１０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
太尾南公園開閉園警備業務委託 

納入／履行場所 
太尾南公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 港北区港北土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内市立保育所午睡用寝具乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
横浜市十日市場保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同様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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 緑区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４３０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区車道清掃委託 

納入／履行場所 
青葉区青葉土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

②車道清掃の業務実績を有する者。 

③一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

⑤ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④ロードスイーパー及び散水車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な 

者は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類（画像）等 

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

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 26 年度横浜市各会計予算が平成 26 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４３０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園園内清掃等業務委託 

納入／履行場所 
青葉区内公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

302 

 

契約番号 １５４３０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区街路樹等維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
青葉区奈良小学校通り路線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４３０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区内北東部方面雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
青葉区荏田町４８７番２ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内スクリーン点検清掃管理委託 

納入／履行場所 
都筑区南山田町４７００番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４４０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑土木管内雨水調整池ほか維持管理委託 

納入／履行場所 
都筑区東方町１３０８番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

306 

 

契約番号 １５４４０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
都筑区折本町 新横浜元石川線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４４０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内市立保育所午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
大熊保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 都筑区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４５０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区車道清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③車道清掃の業務実績を有する者。 

④一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

⑥ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④ロードスイーパー及び散水車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な 

者は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類（画像）等 

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

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４５０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区施設清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」又は「その他」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４５０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚区戸塚駅西口バスセンター・タクシー乗り場清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地先 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

311 

 

契約番号 １５４５０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚土木事務所清掃委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚土木事務所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 戸塚区戸塚土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４５０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川上保育園他４園の午睡用寝具の乾燥・消毒業務委託 

納入／履行場所 
川上保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 戸塚区こども家庭支援課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４６０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区庁舎清掃業務委託 

納入／履行場所 
栄区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 栄区総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４６０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
栄区内公園緑地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４６０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４６０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
横浜市栄区本郷台四丁目２５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４６０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区街路樹維持業務委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月２５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 栄区栄土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４７０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区公園内公衆トイレ清掃委託 

納入／履行場所 
いずみ台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

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

トくず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

１ 履行実績申告書（建物管理用） 

  ※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

２ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４７０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区内雨水調整池維持管理委託（その１） 

納入／履行場所 
泉区領家一丁目１１番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年１０月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４７０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
泉区弥生台１号線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 泉区泉土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５４８０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
瀬谷区瀬谷土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
感染性廃棄物処理委託 

納入／履行場所 
横浜市鶴見消防署ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

④特別管理産業廃棄物収集運搬業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

⑤特別管理産業廃棄物処分業（感染性廃棄物）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③特別管理産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 消防局救急課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
消防司令センター建物清掃委託 

納入／履行場所 
横浜市消防司令センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 消防局司令課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市民防災センタービル環境衛生管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市民防災センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 消防局横浜市民防災センター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
東富岡消防出張所ほか１９出張所定期清掃業務委託 

納入／履行場所 
消防局金沢消防署東富岡消防出張所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 消防局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
消防司令センター集中監視盤・空調設備用自動制御機器保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市消防司令センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守又は機械設備保守 

格付等級 【電気設備保守：－】又は【機械設備保守：－】 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記のいずれかの種目を第３位までに登録 

していること。準市内業者については上記のいずれかの種目を第１位に登録していること 

。 

②当該業務又は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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 消防局司令課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食費徴収額決定通知書用窓開き封筒 ２０１，０００部の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局健康教育課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月２０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第２位までに登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ウイルス対策ソフト（シマンテック） １７，８６５ライセンスほか 製品指定 

納入／履行場所 
教育委員会事務局指導企画課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月 １日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局指導企画課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜商業高等学校運転監視業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立横浜商業高等学校 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

３ 平成２２年４月１日以降に、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第２条第 

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

て締結し、１年間以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履 

行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
牛久保小学校ほか５校環境衛生管理委託 

納入／履行場所 
横浜市立牛久保小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特別支援教育総合センター清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市特別支援教育総合センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局教育総務課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川図書館清掃及び環境衛生管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市神奈川図書館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局神奈川図書館 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南図書館清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市南図書館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時４５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局南図書館 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉図書館清掃業務委託 

納入／履行場所 
横浜市泉図書館 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時５５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 教育委員会事務局泉図書館 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浦島小学校外３０校自家用電気工作物保安管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立浦島小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
行政サービスコーナーでの図書取次サービス事業に伴う図書搬送業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央図書館ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 貨物運送 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 教育委員会事務局企画運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食廃食用油８７，６０４ｋｇ（概算）の売払 

納入／履行場所 
横浜市立旭小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：廃油】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

②当該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２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 ２時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０５０００１ 

件名 
学校給食廃食用油８７，６０４ｋｇ（概算）の売払 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

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

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５７２０２０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
紙製養生シート ３，７３０本 

納入／履行場所 
選挙管理委員会事務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 ６日から平成２７年 ４月１０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 雑貨 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 

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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 選挙管理委員会事務局選挙課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７２０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区市議会議員一般選挙公報 １４１，１００部（概算）ほかの印刷 

納入／履行場所 
選挙管理委員会事務局の指定する場所（県内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ４月 ５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２．オフセット輪転機を保有していること。 

３．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（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」の申請において、オフセット輪転機について既に届出があ 

る者は、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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 選挙管理委員会事務局選挙課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７２０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
氏名掲示（市会） １３，８３０枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
選挙管理委員会事務局選挙課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 ７日から平成２７年 ４月 ７日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

３．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

４．当該物品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。 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 選挙管理委員会事務局選挙課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５１２０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅西口バスセンター搬送設備監視・警備業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①本案件は契約番号１５２４０３０００５番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 道路局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅西口立体横断施設等昇降機監視・警備業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

②警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①本案件は契約番号１５１２０３００１０番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

②入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

③この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 都市整備局市街地整備調整課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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横浜市調達公告第59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２月17日 

                                 契約事務受任者 

                                 横浜市副市長 柏 崎   誠 

番

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関す

る事務を担

当する部課

の名称及び

所在地 

落 札 者

又 は 随

意 契 約

の 相 手

方 を 決

定 し た

日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の

相手方

を決定

した手

続 

当該入

札公告

を行っ

た日 

随意契

約の理

由 

１ 高 規 格 救 急 車 

11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 26

年 12 月

26日 

神奈川日産自動車

株式会社法人営業

部 

磯子区坂下町１丁

目65番地 

円 

158,241,600 

一般競

争入札 

平成26

年７月

22日 

－ 
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横浜市調達公告第60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２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 マンホール鋳鉄

ふたΦ600  Ａ

型 （ Ｔ － 14 ） 

820組の購入 

財政局契約部

契約第二課 

中区港町１丁

目１番地 

平成26

年12月

９日 

虹技株式会社東京

支社 

東京都港区芝５丁

目31番19号 

円

28,250,640

一般競

争入札 

平成26

年10月

28日 

－ 

２ マンホール鋳鉄

ふたΦ600  Ｂ

型 （ Ｔ － 25 ） 

379組の購入 

同 同 日之出水道機器株

式会社横浜営業所

中区元浜町３丁目

21番地２ 

14,653,656

同 同 － 

３ 土砂災害ハザー

ドマップ旭区版 

112,100 部 ほ か

の印刷 

同 平成26

年12月

16日 

吾妻印刷株式会社

南区南太田四丁目

８番12号 

16,631,028

同 平成26

年11月

４日 

－ 

４ 土砂災害ハザー

ドマップ鶴見区

版  140,200 部

ほかの印刷 

同 同 朝日オフセット印

刷株式会社 

鶴見区本町通１丁

目22番地 

14,945,796

同 同 － 

５ 土砂災害ハザー

ドマップ西区版 

   53,900部

ほかの印刷 

同 同 野崎印刷紙器株式

会社横浜支店 

鶴見区矢向三丁目

15番27号 

16,308,540

同 同 － 

６ 土砂災害ハザー

ドマップ磯子区

版 78,300部ほ

かの印刷 

同 同 合資会社横浜大気

堂 

中区真砂町４丁目

40番地 

15,594,120

同 同 － 

７ ノートパソコン

Ａ 480台の購

入 

同 同 ＮＥＣフィールデ

ィング株式会社西

関東支社神奈川支

店 

西区北幸二丁目８

番４号 

37,158,912

同 同 － 

８ ノートパソコン

Ｂ 480台の購

入 

同 

 

 

同 同 

37,210,752

同 同 － 

９ ノートパソコン

Ｃ 480台の購

入 

同 

 

同 同  

38,188,972

同 同 － 
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10 デスクトップパ

ソ コ ン 本 体 

280台ほかの購

入 

同 同 株式会社ワイイー

シーソリューショ

ンズ 

中区山下町22番地

 

24,840,000

同 同 － 

11 白 灯 油  約

95,000リットル

の購入 

同 同 久良岐屋商事株式

会社 

南区井土ケ谷下町

47番地 

 

6,258,600

同 同 － 

12 白 灯 油  約

102,000 リ ッ ト

ルの購入 

同 同 株式会社豊商会 

西区高島一丁目４

番12号 

 

6,741,792

同 同 － 

13 白 灯 油  約

280,000 リ ッ ト

ルの購入 

同 同 株式会社シブヤエ

ネックス 

港南区 戸一丁目

21番31号 

 

18,416,160

同 同 － 

14 消防団員用半袖

活 動 服 上 衣 

1,165 着ほかの

製造 

同 同 株式会社金原 

保土ケ谷区西谷

町691番地８ 

14,631,192

同 同 － 

15 航空機用ジェッ

ト燃料（ＪＥＴ 

Ａ － １ ）  約

75,000リットル

の購入 

同 同 株式会社豊商会 

西区高島一丁目

４番12号 

7,938,000

同 同 － 
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水道局調達公告第21号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

 次のとおり、「水道・下水道使用水量等のお知らせ 57,000冊（概算）の印刷」ほか７件の契約につい

て、一般競争入札を行う。 

平成27年２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、次に掲げる資格をす

べて満たしていなければならない。 

(1) 横浜市水道局契約規程（平成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替えて準用する

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

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

る者であること。 

(2) 平成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) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

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

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

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

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

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

約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（休日等を除く。）において、電子入札システムにより入札書を

提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の1 0 0分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の1 0 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

水 道 局 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

。 

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

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

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

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

、入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

返す。 

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

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

て、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

かを確認するものとする。 

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

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

、入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

返す。 

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

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

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

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

（長期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

。 

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

条第４項に定めるとおりとする。 

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

の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

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

23条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定

された場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

又は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関

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

入札参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １５５２０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水道・下水道使用水量等のお知らせ ５７，０００冊（概算）の印刷 

納入／履行場所 
水道局料金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

１．有資格者名簿において、市内業者については、上記の種目を登録していること。準市 

内業者及び市外業者については、上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者。 

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 

 

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。）  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ５回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成２７年度横浜市各会計予算が平成２７年３月３１日までに横浜市議 

会において可決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するも 

のとする。 

発注担当課 水道局料金課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ヘリウムガス ３５本（概算）ほか 

納入／履行場所 
水道局水質課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 燃料 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 水道局水質課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小雀浄水場ほか除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
水道局小雀浄水場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 １月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 水道局小雀浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
工業用水課清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局工業用水課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 水道局工業用水課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚・泉地域サービスセンター清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局戸塚・泉地域サービスセンター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ２月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １１回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 水道局戸塚・泉地域サービスセンター 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０３００５０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青山水源事務所ほかスクリーン清掃作業委託 

納入／履行場所 
水道局青山水源事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿に登載されていること（上記種目の登録の有無は問わない。）。 

②当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ３時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 水道局川井浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０３００８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川井浄水場構内等除草及び樹木管理作業委託 

納入／履行場所 
旭区上川井町２５５５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年１２月１８日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目第１位に登録していること。 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 水道局川井浄水場 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５２０３００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
西谷分庁舎、西谷第２分庁舎 水道施設警備業務委託 

納入／履行場所 
水道局西谷分庁舎ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２２年４月１日以降に元請として１ 

年以上継続して履行した実績を有する者（平成２７年３月３１日までの履行予定のものを 

含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 水道局建設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 

 

 

 

 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

358 

 

 

交通局調達公告第25号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「バッテリー（新神戸電機） 300個（概算）ほか 同等品可」ほか23件の契約について、

一般競争入札を行う。 

平成27年２月17日 

横浜市交通事業管理者    

交通局長 二 見 良 之  

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をす

べて満たしていなければならない。 

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

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

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

する者であること。 

(2) 平成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) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

るところによる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

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

３ 設計図書の交付等 

 (1) 設計図書の交付 

  設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

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

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

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

約第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、日曜日、土曜日及び休日を含まない

ものとして計算することとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。 

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内（休日等を除く。）において、電子入札システムにより入札書を

提出すること。また、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合

を除き、認めない。 

(4) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の1 0 0分の８に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の1 0 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

交 通 局 
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(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

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

する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

用いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

。 

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

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

でに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとす

る。 

(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。 

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

、入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

返す。 

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

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

て、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

かを確認するものとする。 

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

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

、入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

返す。 

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

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

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

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

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

の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

（長期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

。 

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

条第４項に定めるとおりとする。 

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

の規定により、一般競争参加停止及び指名停止の措置を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

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

23条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定

された場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

又は解除することができるものとする。 

(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関

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

入札参加者要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １５５３０２００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バッテリー（新神戸電機） ３００個（概算）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 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 自動車部品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２００２８ 

件名 
バッテリー（新神戸電機） ３００個（概算）ほか 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０２００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ロングライフクーラント（ＪＸ日鉱日石エネルギー、昭和シェル石油、出光興産、谷川油化興

業又はタクティー） ２４缶（概算） 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 平成２７年 ４月 １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 自動車部品 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１．有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

２．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

３．次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２００２９ 

件名 
ロングライフクーラント（ＪＸ日鉱日石エネルギー、昭和シェル石油、出光興産、谷川油化興

業又はタクティー） ２４缶（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０２００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

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

トル（概算） 同等品可 

納入／履行場所 
交通局保土ケ谷営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２００３２ 

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

トル（概算） 同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０２００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ホイールベアリンググリース（ＪＸ日鉱日石エネルギー） １０７缶（概算）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 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２００３３ 

件名 
ホイールベアリンググリース（ＪＸ日鉱日石エネルギー） １０７缶（概算）ほか 同等品可

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０２００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＣＮＧエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ２，５００リットル（概算）

同等品可 

納入／履行場所 
交通局浅間町営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

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 市内 

その他 

１．有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

２．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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ２日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

※次頁のとおり 

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

発注担当課 交通局運輸課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０２００３４ 

件名 
ＣＮＧエンジン用エンジンオイル（ＪＸ日鉱日石エネルギー） ２，５００リットル（概算）

同等品可 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

１．入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２．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）。 

３．この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

 

 

 

 

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

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 １５５３０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道１号線消防用設備等点検保守業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄伊勢佐木長者町駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 交通局建築課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道３・４号線消防用設備等点検保守業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄関内駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 交通局建築課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道上永谷駅ほか２駅駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄上永谷駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道阪東橋駅ほか２駅駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄阪東橋駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

375 

 

契約番号 １５５３０３００１３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道新横浜駅ほか１駅駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄新横浜駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）上記の種目においてＡの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ａの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道１号線空調設備保守点検委託 

納入／履行場所 
交通局戸塚駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 交通局建築課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道中山駅ほか１駅駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄中山駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道センター北駅ほか１駅駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄センター北駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道北山田駅ほか２駅駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄北山田駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００２４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高速鉄道日吉駅ほか１駅駅総合清掃業務委託 

納入／履行場所 
市営地下鉄日吉駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局営業課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上永谷乗務管理所及び乗務員仮泊駅等清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷乗務管理所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局運転課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
川和乗務管理所及び乗務員仮泊駅清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局川和乗務管理所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局運転課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
本牧営業所ほか１営業所事務所清掃及び車両清掃等業務 

納入／履行場所 
交通局本牧営業所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＢの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｂの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ５日（木）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ９日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ９日（月）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局滝頭営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局上永谷保守区等建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷保守区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局上永谷保守管理所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新羽車両基地建物清掃業務委託 

納入／履行場所 
新羽車両基地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 建物管理 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

１ 有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

２ 次のいずれかを満たす者であること。 

（１）有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること、かつ上記の種目におい 

てＣの等級に格付けされている者。 

（２）平成２２年４月１日以降に、本案件を元請として履行した実績を有する者（平成２ 

７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（建物管理用） 

※ Ｃの等級に格付けされている者を除く。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 ２時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

１ 入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における 

登録内容によるものとする。 

２ この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会にお 

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

る。 

発注担当課 交通局新羽保守管理所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００４３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
上永谷車両基地ほか検修設備保守委託 

納入／履行場所 
交通局上永谷車両基地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １日から平成２７年１２月１５日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

その他 

①有資格者名簿において上記の種目を登録していること。 

②車両検修設備の保守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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 交通局車両課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
排水ポンプほか重要設備保守委託 

納入／履行場所 
交通局あざみ野駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第３位までに登録していること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ３月 ３日（火）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ５日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 交通局建築課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第15号 平成27年２月17日発行 

388 

 

契約番号 １５５３０３００４６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
交通局施設自動ドア保守点検業務委託 

納入／履行場所 
交通局関内駅ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分 市内又は準市内 

その他 

①有資格者名簿において、市内業者については上記の種目を第３位までに登録しているこ 

と。準市内業者については上記の種目を第１位に登録していること。 

②当該業務又はこれと同種の実績を有する者。 

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 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 交通局建築課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５３０３００６６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バス等車両誘導業務（その３） 

納入／履行場所 
西区南幸一丁目 横浜駅西口バスターミナルほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ４月 １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 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分 市内 

その他 

①有資格者名簿において企業規模が「中小企業」であること。 

②有資格者名簿において上記の種目を第１位に登録していること。 

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

務を平成２２年４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績を有する者（平 

成２７年３月３１日までの履行予定のものを含む。）。 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ２月２７日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ３月 ３日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①入札参加資格については、平成 27・28 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿における登 

録内容によるものとする。 

②この契約は、平成 27 年度横浜市各会計予算が平成 27 年３月 31 日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 交通局保土ケ谷営業所 

契約事務担当課 財政局契約第二課 

 

 

 


