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横浜市調達公告第 177 号 

特定調達契約に係る総合評価一般競争入札の施行 
 次のとおり総合評価一般競争入札を行う。 
   平成 27 年６月９日 

契約事務受任者       
横浜市副市長 鈴 木 伸 哉 

１ 競争入札に付する事項 
(1) 件名及び数量 

   金沢水再生センター前処理施設包括的管理委託  一式 
(2) 業務内容 

    入札説明書による。 
(3) 履行期間 

    平成 28 年４月１日から平成 34 年３月 31 日まで 
(4) 予定価格 

   914,400,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。) 
(5) 履行場所 

    金沢区福浦二丁目 10 番地 14 福浦工場排水処理場 ほか２か所 
(6) 入札方法 
  本件委託は、総合評価一般競争入札方式により行う。なお、(3)の期間の委託料の総額で入札を行う。 
(7) 総合評価一般競争入札に係る技術資料についての評価方法及び落札者決定基準の詳細については、

本件委託に係る「金沢水再生センター前処理施設包括的管理委託評価方法及び落札者決定基準」によ
る。 

２ 入札参加資格 
(1) 入札に参加しようとする者又は共同企業体の構成員は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ入札
参加資格を有することの確認を受けなければならない。  
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 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「施設運転管

理・保守」に登録が認められている者であること。 
ウ 平成 27 年７月 14 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に

基づく指名停止を受けていない者であること。  
エ 当該業務の履行に関し、平成 18 年４月１日以降に、シアン系処理及びクロム系処理を含む排水処

理施設（めっき排水、表面処理排水等の処理施設であって、処理能力が 20 立方メートル／日以上）
の運転管理業務を自ら実施又は契約を元請として締結し、２年間以上継続して履行した実績を有す
ること。実績が共同企業体による実績の場合は、当該応募企業が代表構成員である場合に限る。 

オ 横浜市下水道経営研究会包括的管理委託検討部会（以下「検討部会」という。）の委員が属する
組織、企業及び横浜市が本事業に係るアドバイザリー契約を締結した株式会社日本総合研究所(以下、
「市関係者等」という。)、又は市関係者等と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこ
と。また、本件事業に関連した契約を市関係者等と締結した者でないこと。 
なお、資本面若しくは人事面において関連がある者とは、次の者をいう。 

(ｱ) 市関係者等の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその総額の 100 分の 50
を超える出資をしている者。 

(ｲ) 代表権を有する役員が、市関係者等の代表権を有する役員をかねている者。 
(2) 共同企業体により入札に参加しようとする者は、前号に掲げる資格要件をすべて満たした者により

構成され、次の要件を満たさなければならない。ただし、前号エについては、構成員のうちいずれか
１者が満たす場合も可とする。 
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、本件委託に係る入札において、同
時に２者以上の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、当該共同企業体の構成員中 大でなければならない。 
３ 入札参加資格申請の手続 
   当該入札に参加しようとする者(前項第１号イに規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登

載手続を行うものを含む。)は、次のとおり入札参加資格申請の手続を行わなければならない。 
(1) 申請期限 

調 達 公 告 
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   平成 27 年７月 14 日 午後５時 
(2) 提出書類、提出方法 

      入札説明書による。 
(3) 提出場所（次号に掲げるものを除く。） 
    〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
    横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課(関内中央ビル７階) 
(4) 前項第１号イに規定する登録に係る書類の提出場所 
  〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
  横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
(5) 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 
    横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課(関内中央ビル７階) 

電話 045(671)3965(直通) 
４ 入札参加資格の喪失 
   入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 
(1) 第２項の資格要件を満たさなくなったとき。 
(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同
じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 
   当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 
６ 入札説明書等の交付 

(1) 交付期間 
平成 27 年６月９日から平成 27 年７月３日まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時まで)。 
(2) 交付場所 

   〒236-0003 金沢区幸浦一丁目 17 番地 
      横浜市環境創造局下水道施設部南部下水道センター（金沢水再生センター） 
      電話 045(773)3096(直通) 

(3) 交付方法 
   無償で交付する。また、その一部は横浜市環境創造局のウェブサイト上においても掲載する。 
   (http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/gesui/houkatsu/maesyori/) 
７ 入札書類の受付 

(1) 持参による入札書類の受付 
ア 受付日：平成 27 年８月 21 日  
イ 受付時間：午前９時から正午まで及び午後１時から午後２時まで  
ウ 受付場所： 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課(関内中央ビル７階） 
電話 045(671)3965（直通） 

(2) 郵送による入札書類の受付 
ア 対象 

郵送による入札書類の受付は、原則として遠隔地（例えば日本国外等）にある者を対象とする。郵
送を行う場合、上記入札書類の受付場所に事前に連絡しなければならない。 

イ 提出期限及び郵送先 
平成 27 年８月 20 日午後５時までに上記入札書類の受付場所に必着のこと。 

８ 開札の日時及び場所等 
(1) 日時 

平成 27 年８月 21 日午後３時 
(2) 場所 

   中区港町１丁目１番地 
   横浜市環境創造局７階協議室(関内中央ビル７階） 
９ ヒアリング 
  入札後に提案書の内容についてヒアリングを行うことがある。 
10 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要件を満たさない者が行った入札 
(3) 入札説明書に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札 
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(4) 検討部会の委員と接触をした者が行った入札 
(5) 前各号に定めるもののほか、入札説明書等に定める方法によらない入札 

11 落札者の決定方法 
「金沢水再生センター前処理施設包括的管理委託評価方法及び落札者決定基準」に定める総合評価方

式により総合評価点を算定し、 も高い点数の者を「落札者」とする。 
なお、総合評価点の も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定す

る。 
12 入札保証金及び契約保証金 
   いずれも免除する。 
13 契約金の支払方法 

(1) 前金払 
   行わない。 

(2) 契約金の支払方法 
   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 
14 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 
要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 
(4) 本件委託は、債務負担行為に係る契約である。 

15 Summary 
(1) Subject matter of the contract: 

Comprehensive Operation management and maintenance service of Kanazawa Wastewater 
Treatment Plant Center pretreatment facilities of Yokohama City 

(2) Date of tender: From 9:00 a.m. To 12:00 a.m. and From 1:00 p.m. To 2:00 p.m., 21 August, 
2015 
Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management 
Division ,Environmental Planning Bureau, City of Yokohama, 
Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 
TEL 045 (671) 3965 
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横浜市調達公告第 178 号 
   特定調達契約に係る総合評価一般競争入札の施行 
 次のとおり総合評価一般競争入札を行う。 
   平成 27 年６月９日 

契約事務受任者     

横浜市副市長 鈴 木 伸 哉 
１ 競争入札に付する事項 
 (1) 件名及び数量 
   南部汚泥資源化センター包括的管理委託 一式 
 (2) 業務内容 
    入札説明書による。 
 (3) 履行期間 
    平成 28 年４月１日から平成 34 年３月 31 日まで 
 (4) 予定価格 
   6,573,600,000 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない。) 
 (5) 履行場所 
    金沢区幸浦一丁目９番地 
      横浜市環境創造局南部汚泥資源化センター ほか７か所 
 (6) 入札方法 
    本件委託は、総合評価一般競争入札方式により行う。なお、(3)の期間の委託料の総額で入札を行う。 
 (7) 総合評価一般競争入札に係る技術資料についての評価方法及び落札者決定基準の詳細については、

本件委託に係る「南部汚泥資源化センター包括的管理委託評価方法及び落札者決定基準」による。 
２ 入札参加資格 
(1) 入札に参加しようとする者又は共同企業体の構成員は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ入札参

加資格を有することの確認を受けなければならない。 
  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 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において「施設運転管理・

保守」に登録が認められている者であること。 
ウ 平成 27 年７月 14 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基

づく指名停止を受けていない者であること。 
   エ 当該業務の履行に関し、次の(ｱ)及び(ｲ)の実績を有するものとする。ただし、(ｱ)及び(ｲ)の実績

が共同企業体による実績の場合は、当該応募企業が代表構成員である場合に限る。 
(ｱ) 平成 17 年４月１日以降に、地方自治体等で下水汚泥焼却量 100 トン/日・炉以上の流動床炉運

転管理業務の契約を元請として締結し、２年間以上継続して履行した実績を有する者。 
 (ｲ) 平成 17 年４月１日以降に、地方自治体等で流入下水量 100,000 立方メートル/日以上相当(現

有 
処理能力)の汚泥処理運転管理業務の契約を元請として締結し、２年間以上継続して履行した実績
を有する者。 

   オ 横浜市下水道事業経営研究会包括的管理委託検討部会(以下「検討部会」という。)の委員が属す
る組織、企業及び横浜市が本事業に係るアドバイザリー契約を締結した株式会社日本総合研究所(以
下、「市関係者等」という。)、又は市関係者等と資本面若しくは人事面において関連がある者でな
いこと。また、本件事業に関連した契約を市関係者等と締結した者でないこと。 
なお、資本面若しくは人事面において関連がある者とは、次の者をいう。 

(ｱ) 市関係者等の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその総額の 100 分の 50
を超える出資をしている者。 

(ｲ) 代表権を有する役員が、市関係者等の代表権を有する役員をかねている者。 
 (2) 共同企業体により入札に参加しようとする者は、前号に掲げる資格要件をすべて満たした者により

構成され、次の要件を満たさなければならない。ただし、前号エについては、構成員のうちいずれか
１者が満たす場合も可とする。 

  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、本件委託に係る入札において、同時
に２者以上の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、当該共同企業体の構成員中 大でなければならない。 
３ 入札参加資格申請の手続 
   当該入札に参加しようとする者(前項第１号イに規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
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載手続を行うものを含む。)は、次のとおり入札参加資格申請の手続を行わなければならない。 
(1) 申請期限 
      平成 27 年７月 14 日 午後５時 
 (2) 提出書類、提出方法及び提出期間 
   入札説明書による。 

(3) 提出場所(次号に掲げるものを除く。) 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 
横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課(関内中央ビル７階) 

(4) 前項第１号イに規定する登録に係る書類の提出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課(関内中央ビル２階) 

(5) 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 
      横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課(関内中央ビル７階) 
      電話 045(671)3965(直通) 
４ 入札参加資格の喪失 
   入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該

当するときは、当該入札に参加することができない。 
 (1) 第２項の資格要件を満たさなくなったとき。 
 (2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 
５ 入札に必要な書類を示す場所等 
   当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲

覧に供する。 
６ 入札説明書等の交付 
 (1) 交付期間 
   平成 27 年６月９日から平成 27 年７月３日まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正

午まで及び午後１時から午後５時まで)。 
 (2) 交付場所 
   〒236-0003 金沢区幸浦一丁目９番地 
      横浜市環境創造局施設管理部南部汚泥資源化センター 
      電話 045(774)0848(直通) 
 (3) 交付方法 
   無償で交付する。また、その一部は横浜市環境創造局のウェブサイト上においても掲載する。 
   (http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/gesui/houkatsu/nambustc/) 

７ 入札書類の受付 

(1) 持参による入札書類の受付 

ア 受付日：平成 27 年 8 月 21 日  

イ 受付時間：午前９時から正午まで及び午後１時から午後２時まで  

ウ 受付場所： 

〒231-0017 横浜市中区港町１丁目１番地 

横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設管理課（関内中央ビル７階） 

電話 045（671）3965（直通） 

(2) 郵送による入札書類の受付 

 ア 対象 

   郵送による入札書類の受付は、原則として遠隔地（例えば日本国外等）にある者を対象とする。 

郵送を行う場合、上記入札書類の受付場所に事前に連絡しなければならない。 

 イ 提出期限及び郵送先 

    平成 27 年 8 月 20 日午後５時までに上記入札書類の受付場所に必着のこと。 
８ 開札の日時及び場所等 
 (1) 日時 

平成 27 年８月 21 日午後３時 
 (2) 場所 
   中区港町１丁目１番地 
   横浜市環境創造局７階協議室（関内中央ビル７階） 
９ ヒアリング 
  入札後に提案書の内容についてヒアリングを行うことがある。 
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10 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) 検討部会の委員と接触をした者が行った入札  
(5) 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 
11 落札者の決定方法 

「南部汚泥資源化センター包括的管理委託評価方法及び落札者決定基準」に定める総合評価方式によ 
り総合評価点を算定し、 も高い点数の者を「落札者」とする。 

   なお、総合評価点の も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 
12 入札保証金及び契約保証金 
   いずれも免除する。 
13 契約金の支払方法 
 (1) 前金払 
   行わない。 
 (2) 契約金の支払方法 
   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 
14 その他 
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 
    日本語及び日本国通貨に限る。 
 (2) 契約書作成の要否 
    要する。 
 (3) 詳細は、入札説明書による。 
 (4) 本件委託は、債務負担行為に係る契約である。 
15 Summary 
 (1) Subject matter of the contract: 
    Comprehensive Operation management and maintenance service of Nambu Sludge Treatment 

Plant of Yokohama City 
 (2) Date of tender: From 9:00 a.m. To 12:00 p.m. and From 1:00 p.m. To 2:00 p.m. , 21 August, 

2015 
 (3) Contact point for the notice: Wastewater Treatment Facilities Management 

Division ,Environmental Planning Bureau, City of Yokohama, 
   1-1  Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 
   TEL 045 (671) 3965 
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横浜市調達公告第 181 号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

    平成 27 年６月９日 

契約事務受任者 

                                横浜市財政局長  鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

高圧ガス容器（空気） 65 本の購入 

(2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 納入期限 

   平成 27 年 10 月 30 日 

 (4) 納入場所 

南区中村町４丁目 274 番地８ 

 横浜市南消防署中村町消防出張所 

 (5) 納入方法 

入札説明書による。 

(6) 今後調達の予定される数量及び入札公告予定時期 

  高圧ガス容器（空気） 65 本 

  平成 27 年７月 

 (7) 入札方法 

この入札は、第１号に掲げる数量の総価により行う。 

(8) その他 

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

（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。 

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

ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

確認を受けなければならない。 

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

第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成 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）において「消防・防災・防

犯用品」に登録が認められている者であること。 

(3) 平成 27 年６月 18 日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基

づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

イ 当該物品に係るメーカー、販売代理店等の引受証明を受けた者 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成 27 年６月 18 日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(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二課（関内中央ビル２階） 

高橋 電話 045(671)2248（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

じ。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

覧に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成 27 年７月２日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23

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

う。）を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地９号 

横浜市消防局警防部警防課 

電話 045(334)6705（直通） 

７ 入札及び開札 

 (1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

  平成 27 年７月 16 日から平成 27 年７月 21 日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。

ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成 27 年７月 22 日午後２時 30 分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成 27 年７月 21 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

平成 27 年７月 22 日午後２時 30 分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 
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10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Purchase of 65 high pressure air cylinders 

(2) Deadline for the tender: 2:30 p.m. 22, July, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045 (671) 2248 
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横浜市調達公告第182号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成27年６月９日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    統合番号連携システム端末仮想化サーバー機器等 一式の借入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

ア 借入期間（平成27年度分） 

平成27年10月１日から平成28年３月31日まで 

イ 総借入期間 

平成27年10月１日から平成32年９月30日まで 

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

 (4) 借入場所 

横浜市総務局の指定する場所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

以下「運用基準」という。）によること。 

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

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成27年６月18日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

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

ること。 

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

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

  平成27年６月18日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(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二課（関内中央ビル２階） 
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福島 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成27年７月13日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

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

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管理課（市庁舎307号室） 

電話 045(671)2013（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 27 年７月 16 日から平成 27 年７月 21 日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。

ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成27年７月22日午後１時15分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成27年７月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成27年７月22日午後１時15分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
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11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約であるため、本件契約の締結日の属する年

度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除された場合は、横浜市は、本

件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Lease of Desktop Virtualization Servers for Individual 

Identification Number Management System. 

(2) Deadline for the tender: 1:15 p.m., 22 July, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2249 
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横浜市調達公告第183号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成27年６月９日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    電子線マイクロアナライザ １式の借入 

 (2) 物品の特質等 

入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

ア 借入期間（平成27年度分） 

平成28年２月１日から平成28年３月31日まで 

イ 総借入期間 

平成28年２月１日から平成34年１月31日まで 

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

 (4) 借入場所 

金沢区福浦１丁目１番地１号 

横浜市工業技術支援センター 

 (5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

以下「運用基準」という。）によること。 

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

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成27年６月18日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

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

ること。 

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

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

  平成27年６月18日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(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 
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横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

福島 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成27年７月13日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

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

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒236-0004 金沢区福浦１丁目１番地１号 

横浜市経済局中小企業振興部工業技術支援センター 

電話 045(788)9004（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成 27 年７月 16 日から平成 27 年７月 21 日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。

ただし、 終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成27年７月22日午後１時30分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成27年７月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成27年７月22日午後１時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 
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いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

この契約は地方自治法第234条の３に基づく長期継続契約であるため、本件契約の締結日の属する年

度の翌年度以降において本件契約に係る横浜市の歳出予算が減額又は削除された場合は、横浜市は、本

件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Lease of Electron Probe MicroAnalyser 1 set. 

(2) Deadline for the tender: 1:30 p.m., 22 July, 2015 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2249 
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横浜市調達公告第 184 号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「市民税・県民税申告書催告通知用圧着はがき 44,000セットの印刷」ほか44件の契約に

ついて、一般競争入札を行う。 
平成27年６月９日 

契約事務受任者       

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏  

１ 入札参加資格 

入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

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

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

る者であること。 

(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）（以下「有資格者名簿」とい

う。）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4) 契約ごとに定める入札参加資格をすべて満たす者であること。 

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

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

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

よる。 

２ 入札参加手続等 

(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。 

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

３ 設計図書の交付等 

(1) 設計図書の交付 

 設計図書の交付については契約ごとに定める。 

(2) 設計図書に関する質問及び回答 

ア 質問の締切日時及び方法 

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

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

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

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

第二課へ提出すること。 

イ 質問に対する回答 

別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、休日等を含まないものとして計算す

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

４ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。 

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

出すること。また、郵便による入札は認めない。 

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

除き、認めない。 

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

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

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

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

(5) 入札の回数は２回までとする。 

(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。 

５ 入札の無効 

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

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

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

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

当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札 

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

て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札 

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

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

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

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

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

いて行った入札 

６ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

  開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。 

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

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

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

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

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

第11号及び第12号に定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認

するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。 

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

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

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

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

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

、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。 

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

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

確認するものとする。 

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

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

入札参加者にその旨を通知する。 

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

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

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

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

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

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

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

めない。 

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

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

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

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

、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は指示

に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により落札

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

該落札候補者に通知する。 

(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市指名停止等措置要綱第２条第１項、第３

条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による指名停止を除く。）には、その者を落札者と

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

新たに落札候補者とする。 

７ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。 

８ 契約金の支払方法 

(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。 

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

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

期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。 

９ その他 

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

場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

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

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

第４項に定めるとおりとする。 

(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止

を行う。 

ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合 

イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合 

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

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

た場合は、落札者として決定しないものとする。 

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

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

は解除することができるものとする。 

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

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

要領等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 １５０３０２００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市民税・県民税申告書催告通知用圧着はがき ４４，０００セットの印刷 

納入／履行場所 
総務局住民情報システム課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年１０月２３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・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

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 １５１２０３００７４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区道路照明灯点検委託 

納入／履行場所 
金沢区金沢土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２２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・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②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高所作業者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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５１２０３００７５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区道路照明灯点検委託 

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 契約締結の日から平成２８年 ２月１９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・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②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高所作業者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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５１２０３００７６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区道路照明灯点検委託 

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 契約締結の日から平成２７年１２月２２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・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②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高所作業者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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 



横浜市報調達公告版 

第50号 平成27年６月９日発行 

165 

 

契約番号 １５１２０３００７７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区道路照明灯点検委託 

納入／履行場所 
泉区泉土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月１９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・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②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高所作業者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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５１２０３００７８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区道路照明灯点検委託 

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 契約締結の日から平成２８年 ２月１９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・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②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高所作業者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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５１４０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ベイサイドマリーナ地区等緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
金沢区白帆ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５２１０２０１６７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
ＦｉｌｅＭａｋｅｒ Ｐｒｏ １４（ＦｉｌｅＭａｋｅｒ） １１０ライセンスほか 製品指

定 

納入／履行場所 
環境創造局公園緑地維持課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 コンピュータ類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【コンピュータ類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局公園緑地維持課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２１０３０２２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター等天井走行クレーン保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月 ４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・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５２２０５００８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（南部方面）１７４トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（北部方面）２００トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）３３２トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
神明台ストックヤード（資源循環局神明台処分地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１２５トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
栄ストックヤード（資源循環局栄工場跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス１１トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス３４トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）１０５トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）７９トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１５１トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）９０トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５００９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）９２トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５０１００ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）８０トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５０１０１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）１１４トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２２０５０１０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）８３トン（概算）の売払（平成２７年８月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年 ８月 １日から平成２７年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調 

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

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 １５２５０２００４７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市男子防災革靴 ８３０足ほか 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年１１月 １日から平成２７年１１月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【被服 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２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 

 

発注担当課 総務局危機管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２５０２００４８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
男子防災服（上衣） ７９６着ほかの製造 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年１１月 １日から平成２７年１１月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分・順位 【被服 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

１．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

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

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ７月 ３日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ７月 ６日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ７月 ６日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 27 年６月 26 日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール 

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

こと。 

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

について」を確認すること。 

発注担当課 総務局危機管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２５０２００４９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
女子防災服（上衣） ８０１着ほかの製造 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２７年１１月 １日から平成２７年１１月２０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 被服 

格付等級 - 

登録細目 【被服：制服、作業服、事務服等の製造】 

所在地区分・順位 【被服 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

１．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

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

と。 

提出書類 

１．納入（製造）実績調書 

２．出荷引受証明書（被服用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ７月 ３日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ７月 ６日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ７月 ６日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

１．設計図書に関する質問の締切日時及び方法 

平成 27 年６月 26 日の午後４時までに、質問書（書式はダウンロード可能。）を電子メール 

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

こと。 

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

について」を確認すること。 

発注担当課 総務局危機管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２５０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
研修センター消防用設備等点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市研修センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月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・順位 【消防設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

発注担当課 総務局人材開発課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５２９０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場火災報知機設備及び消防用設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場食肉市場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

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・順位 【消防設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

発注担当課 経済局運営課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 



横浜市報調達公告版 

第50号 平成27年６月９日発行 

189 

 

契約番号 １５３７０３００３０ 

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自家発電設備保守業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５４４０３００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鴨池公園ほか９公園樹林地維持業務委託 

納入／履行場所 
鴨池公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目 

所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １５５５０５０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
廃車（使用済自動車）ミニ消防車３台ほかの売払 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

①当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

②古物営業の許可を受けている者。 

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

。 

提出書類 

①不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

②古物商許可証の写し 

③引取業登録があることがわかる書類等の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水槽付消防車１台ほかの売払 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５５５０５０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
高規格救急車７台の売払 

納入／履行場所 
横浜市消防訓練センター 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：中古自動車】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 消防局施設課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５６１０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市共通封筒（角２判）（よこはま地震防災市民憲章版） １５０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局中福祉授産所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から６０日間 

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・順位 【封筒印刷 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

設計図書 
一部の見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２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 

 

発注担当課 会計室会計管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５６１０２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市共通封筒（長３判）（よこはま地震防災市民憲章版） ２５０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局港北福祉授産所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から４５日間 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【封筒印刷 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

設計図書 
一部の見本は、開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２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 

 

発注担当課 会計室会計管理課 

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １５７１０２００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
調理済み食品保冷庫 １台 

納入／履行場所 
横浜市立山内小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

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 １５７１０２００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食器消毒保管庫（Ｓ－３０、片面扉、リフトなし） １台ほか 

納入／履行場所 
横浜市立藤が丘小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 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 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２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 

 

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 １５７１０２００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食用カートイン式パススルー牛乳保冷庫 １台 

納入／履行場所 
横浜市立茅ケ崎台小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２７年 ７月２４日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２２日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２２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 

 

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 



横浜市報調達公告版 

第50号 平成27年６月９日発行 

199 

 

契約番号 １５７１０３０１００ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
子安小学校ほか７７校防煙シャッター等保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立子安小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５７１０３０１０１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄小学校ほか８３校防煙シャッター等保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立鉄小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５７１０３０１０２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北方小学校ほか７４校防煙シャッター等保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立北方小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５７１０３０１０３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢小学校ほか９３校防煙シャッター等保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立金沢小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５７１０３０１０４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末吉小学校ほか８６校防煙シャッター等保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立末吉小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５７１０３０１０５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日吉台小学校ほか９６校防煙シャッター等保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市立日吉台小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ２月２９日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２７年 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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 １５７１０３０１０６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旧横浜総合高校外１１校自家発電設備点検委託 

納入／履行場所 
旧横浜総合高等学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ３月１０日まで 

調査基準価格 - 

低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 

所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

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 ６月１９日（金）午前 ９時００分から 

平成２７年 ６月２３日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２７年 ６月２３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 

 

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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横浜市調達公告第185号 

特定調達契約に係る一般競争入札の施行 

 次のとおり一般競争入札を行う。 

   平成27年６月９日 

契約事務受任者 

横浜市総務局長 山 隈 隆 弘 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    統合番号連携システム端末仮想化環境構築業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

契約締結日から平成28年３月31日まで 

 (4) 履行場所 

横浜市総務局の指定する場所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、総価により行う。 

２ 入札参加資格    

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成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）において「コンピュータ業

務」に登録が認められている者で、かつ、「細目Ａ：システム開発・保守・運用」が登録されているこ

と。 

(3) 平成27年６月18日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

(4) 一案件において、500台以上の端末仮想化環境の構築業務を受託した実績があること。 

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

平成27年６月18日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 提出場所（次号に掲げるものを除く。） 

横浜市戸塚区（詳細は、TELにて回答します。） 

横浜市総務局しごと改革室住民情報システム課 

(4) 前項第２号に規定する登録に係る書類の提出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(5) 契約条項等に関する問い合わせ先 

横浜市総務局しごと改革室住民情報システム課 

目黒 電話 045(827)2954（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 
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当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

総務局しごと改革室住民情報システム課ホームページよりダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/juminjoho) 

 また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成27年７月２日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日までを除く毎日午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管理課（市庁舎307号室） 

電話 045(671)2013（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成27年７月22日午後３時 

(ｲ) 入札場所 

横浜市戸塚区（詳細は、TELにて回答します。） 

総務局しごと改革室住民情報システム課 

イ 郵送による入札書の提出 

平成27年７月21日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。 

 (2) 開札予定日時 

   平成27年７月22日午後３時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

完了検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Environmental Construction of Desktop Virtualization for 

Individual Identification Number Management System 
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(2) Deadline for the tender: 3:00 p.m., 22 July, 2015 

(3) Contact point for the notice: Residents Information Systems Division, General Affairs 

Bureau, City of Yokohama, TEL 045(827)2954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


