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【調達公告】
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行
（横浜市中央卸売市場本場で使用する電力 約16,300,000キロワットアワーの供給）············· ３
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△ 同（環境創造局中部水再生センターほか１か所で使用する電力 約11,502,000キロワットアワー
の供給） ············································································ 13
△ 同（環境創造局南部水再生センターで使用する電力 約9,860,000キロワットアワーの供給） ······ 16
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△ 同（環境創造局港北水再生センター及び新羽ポンプ場ほか１か所で使用する電力 約32,773,000キ
ロワットアワーの供給） ······························································ 22
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△ 同（環境創造局西部水再生センターで使用する電力 約8,780,000キロワットアワーの供給） ······ 28
△ 同（環境創造局栄第一水再生センターで使用する電力 約7,790,000キロワットアワーの供給） ···· 31
△ 同（環境創造局栄第二水再生センターで使用する電力 約22,000,000キロワットアワーの供給） ··· 34
△ 同（環境創造局栄水再生センター戸塚ポンプ場で使用する電力 約1,530,000キロワットアワー
の供給） ············································································ 37
△ 一般競争入札（工事）の施行
（新横浜公園東ループ橋ほか１橋補修工事 ほか49件） ······································ 40
△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行
（市民税・県民税 税額決定・納税通知書（定期１期用４Ｐ） 76,960セットほかの印刷
ほか24件） ··········································································· 100
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行
（横浜市庁舎及び横浜市研修センターで使用する電力 約2,231,000キロワットアワーの供給）··· 128
△ 同（横浜市中央卸売市場食肉市場で使用する電力 約3,000,000キロワットアワーの供給）······· 131
△ 同（横浜市久保山斎場で使用する電力 約1,939,000キロワットアワーの供給）················· 134
△ 同（横浜市南部斎場で使用する電力 約1,773,000キロワットアワーの供給）··················· 137
△ 同（横浜市北部斎場で使用する電力 約2,438,000キロワットアワーの供給）··················· 140
△ 同（環境創造局山下公園ほか４か所で使用する電力 約1,620,000キロワットアワーの供給） ····· 143
△ 同（環境創造局北部第一水再生センター及び末吉ポンプ場で使用する電力 約15,800,000キロワッ
トアワーの供給） ··································································· 146
△ 同（環境創造局北部第一水再生センター北綱島ポンプ場ほか４か所で使用する電力 約5,066,000
キロワットアワーの供給） ··························································· 149
△ 同（環境創造局北部第二水再生センター、北部汚泥資源化センター及び資源循環局鶴見工場で使
用する電力 約1,830,000キロワットアワーの供給） ···································· 152
△ 同（環境創造局神奈川水再生センター保土ケ谷ポンプ場で使用する電力 約1,710,000キロワット
アワーの供給） ····································································· 155
△ 同（環境創造局南部水再生センター磯子ポンプ場で使用する電力 約2,990,000キロワットアワー
の供給） ··········································································· 158
△ 同（環境創造局南部下水道センター金沢ポンプ場ほか１か所で使用する電力 約2,151,400キロワ
ットアワーの供給） ································································· 161
△ 同（資源循環局鶴見事務所ほか14か所で使用する電力 約2,646,000キロワットアワーの供給） ··· 164
△ 同（神明台第７次排水処理施設ほか４か所で使用する電力 約3,483,100キロワットアワーの供
給） ··············································································· 167
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同（資源循環局金沢工場及び環境創造局南部汚泥資源化センターで使用する電力 約9,318,000キ
ロワットアワーの供給） ·····························································
同（資源循環局都筑工場で使用する電力 約1,225,000キロワットアワーの供給）···············
同（横浜市中央図書館で使用する電力 約3,136,000キロワットアワーの供給）·················
同（横浜市鶴見図書館ほか８館で使用する電力 約2,235,000キロワットアワーの供給）·········
同（保土ケ谷区総合庁舎で使用する電力 約1,060,040キロワットアワーの供給）···············
同（磯子区総合庁舎で使用する電力 約2,384,000キロワットアワーの供給）···················
同（青葉区総合庁舎で使用する電力 約1,793,300キロワットアワーの供給）···················
同（都筑区総合庁舎で使用する電力 約 2,106,000キロワットアワーの供給）··················
同（戸塚区総合庁舎で使用する電力 約2,592,000キロワットアワーの供給）···················
同（泉区総合庁舎で使用する電力 約1,669,000キロワットアワーの供給）·····················
同（瀬谷区総合庁舎ほか１か所で使用する電力 約1,954,000キロワットアワーの供給）·········
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【水道局】
△ 一般競争入札（工事）の施行
（小雀浄水場屋外見学者用トイレ新築工事（その２） ほか４件）···························· 206
△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行
（小型消火栓 30基ほか） ······························································· 216
△ 一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行
（境川水路橋耐震補強工事に伴う測量業務委託） ··········································· 220
【交通局】
△ 一般競争入札（物品・委託等）の施行
（サイトマスタ（アンリツ） １台ほか 同等品可） ·······································
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行
（横浜市高速鉄道１・３号線で使用する電力 約107,967,298キロワットアワーの供給）·········
△ 同（横浜市高速鉄道４号線で使用する電力 約21,960,228キロワットアワーの供給）············
△ 同（横浜市交通局保土ケ谷営業所ほか９か所で使用する電力 約2,214,353キロワットアワー
の供給） ···········································································
△ 一般競争入札（交通局経営企画課契約分）の施行
（使用済自動車（小型乗用自家用車990CC）１台ほかの売払） ································
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【医療局病院経営本部】
△ 特定調達契約に係る一般競争入札の施行
（横浜市立市民病院で使用する電力 約8,729,700キロワットアワーの供給）··················· 241
△ 同（横浜市立脳卒中・神経脊椎センターで使用する電力 約4,275,300キロワットアワー
の供給） ··········································································· 244
【その他】
△ 特定調達契約に係る公募型プロポーザル手続の開始（証明発行システム構築業務委託
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横浜市調達公告第345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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 渡
１

辺

巧

教

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市中央卸売市場本場で使用する電力 約16,300,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
神奈川区山内町１番地
横浜市中央卸売市場本場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒221-0054 神奈川区山内町１番地
横浜市経済局中央卸売市場本場運営調整課（市場センタービル４階）
電話 045(459)3325（直通）
(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）
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(5) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒221-0054 神奈川区山内町１番地
横浜市経済局中央卸売市場本場運営調整課
野垣 電話045(459)3325（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒221-0054 神奈川区山内町１番地
横浜市経済局中央卸売市場本場運営調整課
電話 045(459)3325（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午前９時 20 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 29 年１月 23 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29年１月24日午前９時20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
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(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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 16,300,000kWH of electricity
consumed by Yokohama City Central Wholesale Market
(2) Deadline for the tender: 9:20 ａ.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Central Wholesale Market Operation and Coordination
Division, Economic Affairs Bureau, City of Yokohama, 1 Yamanouti-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama, 221-0054, TEL 045-459-3325

5

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
横浜市調達公告第346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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 柏
１

崎

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
ア 横浜市立末吉小学校ほか74校で使用する電力 約13,329,000キロワットアワーの供給
イ 横浜市立星川小学校ほか70校で使用する電力 約11,398,000キロワットアワーの供給
ウ 横浜市立日野小学校ほか98校で使用する電力 約15,687,000キロワットアワーの供給
エ 横浜 市 立戸 塚高 等学 校 ほ か９ 施 設及 び盲特 別 支 援学 校 ほか ８施設 で 使 用す る 電力

誠

約

10,390,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
第１号アからエに掲げる案件ともに、次のとおりとする。
ア 供給期間（平成29年度分）
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
イ 総供給期間
平成29年４月１日から平成31年３月31日まで
（地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約）
(4) 供給場所
第１号アからエに掲げる案件ごとに、次のとおりとする。
ア 横浜市立末吉小学校ほか74校（詳細は、入札説明書による。）
イ 横浜市立星川小学校ほか70校（詳細は、入札説明書による。）
ウ 横浜市立日野小学校ほか98校（詳細は、入札説明書による。）
エ 横浜市立戸塚高等学校ほか９施設及び盲特別支援学校ほか８施設（詳細は、入札説明書による。
）
(5) 入札方法
この入札は、第１号アからエまでに掲げる件名ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間（平成29
年度分）における概算数量の総価により行う。
(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29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
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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の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市教育委員会事務局総務部総務課（関内駅前第一ビル４階）
大砂 電話045(671)3292（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29年１月６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
横浜市教育委員会事務局総務部総務課
電話 045(671)3292（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
第１号アからエに掲げる案件ごとに、次のとおりとする。
ア 平成 29 年１月 24 日午前 10 時 00 分
イ 平成 29 年１月 24 日午前 10 時 20 分
ウ 平成 29 年１月 24 日午前 10 時 40 分
エ 平成 29 年１月 24 日午前 11 時 00 分
(ｲ) 入札場所
7

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行

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 29 年１月 23 日午後５時までに第３項第３号に掲げる部課に必着のこと。
(2) 開札予定日時
第１号アからエに掲げる案件ごとに、次のとおりとする。
ア 平成29年１月24日午前10時00分
イ 平成29年１月24日午前10時20分
ウ 平成29年１月24日午前10時40分
エ 平成29年１月24日午前11時00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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
ア この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
イ この契約は地方自治法第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:
① Supply a total of approximately 13,329,000 Kilowatt hours of electricity to Sueyoshi
Elementary School and 74 other public schools in Yokohama.
② Supply a total of approximately 11,398,000 Kilowatt hours of electricity to Hoshikawa
Elementary School and 70 other public schools in Yokohama.
③ Supply a total of approximately 15,687,000 Kilowatt hours of electricity to Hino
Elementary School and 98 other public schools in Yokohama.
④
Supply a total of approximately 10,390,000 Kilowatt hours of electricity to Totuka
High
School and 9 other educational institutions and Blindness Special Support
8
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School and 8 other educational institutions in Yokohama.
(2) Deadline for the tender:
① 10:00 a.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
② 10:20 a.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
③ 10:40 a.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
④ 11:00 a.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Board of Education Secretariat,
City of Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017 TEL 045-671-3292
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横浜市調達公告第347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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局神奈川水再生センターで使用する電力 約40,200,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
神奈川区千若町１丁目１番地
横浜市環境創造局神奈川水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地
横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地
横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センター
（担当）矢倉、伊藤 電話 045(453)2641（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地
横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センター
電話 045(453)2641（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後１時35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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後１時35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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 40,200,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Kanagawa Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 1:35 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Kanagawa Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama, 1-1 Chiwaka-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, 221-0036 TEL 045-4532641
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横浜市調達公告第348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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局中部水再生センターほか１か所で使用する電力 約11,502,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
ア 中区本牧十二天１番１号
横浜市環境創造局中部水再生センター
イ 中区山下町279番地
横浜市環境創造局中部水再生センター山下ポンプ場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0803 中区本牧十二天１番１号
横浜市環境創造局下水道施設部中部水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
13
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0803 中区本牧十二天１番１号
横浜市環境創造局下水道施設部中部水再生センター
（担当）白木 電話 045(621)4114（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29年１月６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
〒231-0803 中区本牧十二天１番１号
横浜市環境創造局下水道施設部中部水再生センター
電話 045(621)4114（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午前９時
(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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午前９時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における
代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない
者が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
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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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 11,502,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Chubu Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 9:00 a.m. ,26 January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Chubu Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama,1-1 Honmokujuuniten,Naka-ku, Yokohama, 231-0803 TEL 045-621-4114
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横浜市調達公告第349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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局南部水再生センターで使用する電力 約9,860,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
磯子区新磯子町39番地
横浜市環境創造局南部水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒235-0017 磯子区新磯子町39番地
横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒235-0017 磯子区新磯子町39番地
横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター
（担当）白井、千田 電話 045(761)5251（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒235-0017 磯子区新磯子町39番地
横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター
電話 045(761)5251（直通）
７ 入札及び開札
(1) 入札方法及び入札期間等
入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。
ア 電子入札システムによる入札書の提出
平成29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後４時20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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後４時20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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 9,860,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Nambu Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 4:20 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Nambu Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama,39 Shinisogo-cho, Isogo-ku, Yokohama, 235-0017 TEL 045-761-5251
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横浜市調達公告第350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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局金沢水再生センターで使用する電力 約23,200,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
金沢区幸浦一丁目17番地
横浜市環境創造局金沢水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒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）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
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横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒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）
（担当）久保 電話 045(773) 3096（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29年１月６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
〒236-0003

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）
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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午前10時
(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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午前10時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における
代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない
者が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
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９

落札者の決定
横浜市契約規則第1 3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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 23,200,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Kanazawa Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Nambu Sewerage Center, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama, 1-17 Sachiura, Kanazawa-ku, Yokohama, 236-0003 TEL 045-773-3096
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横浜市調達公告第351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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局港北水再生センター及び新羽ポンプ場ほか１か所で使用する電力 約32,773,000キロワ
ットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
港北区大倉山七丁目40番１号
横浜市環境創造局港北水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒222-0037 港北区大倉山七丁目40番１号
横浜市環境創造局下水道施設部港北水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
22

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒222-0037 港北区大倉山七丁目40番１号
横浜市環境創造局下水道施設部港北水再生センター
（担当）高山、小黒、川村 電話 045(542)3031（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29年１月６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
〒222-0037 港北区大倉山七丁目40番1号
横浜市環境創造局下水道施設部港北水再生センター
電話 045(542)3031（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午前11時25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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午前11時25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
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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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 32,773,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Kohoku Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 11:25 a.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Kohoku Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama, 7-40-1 Okurayama,Kohoku-ku, Yokohama, 222-0037 TEL 045-542-3031
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横浜市調達公告第352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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局都筑水再生センターで使用する電力 約24,200,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
都筑区佐江戸町25番地
横浜市環境創造局都筑水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒224-0054 都筑区佐江戸町25番地
横浜市環境創造局下水道施設部都筑水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒224-0054 都筑区佐江戸町25番地
横浜市環境創造局下水道施設部都筑水再生センター
（担当）桐山・橋本 電話 045(932)2321（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29年１月６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
〒224-0054 都筑区佐江戸町25番地
横浜市環境創造局下水道施設部都筑水再生センター
電話 045(932)2321（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午前９時20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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午前９時20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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 24,200,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Tsuzuki Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 9:20 a.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Tsuzuki Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama, 25 Saedo-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0054 TEL 045-932-2321
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横浜市調達公告第353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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局西部水再生センターで使用する電力 約8,780,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
戸塚区東俣野町231番地
横浜市環境創造局西部水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒245-0065 戸塚区東俣野町231番地
横浜市環境創造局下水道施設部西部水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒245-0065 戸塚区東俣野町231番地
横浜市環境創造局下水道施設部西部水再生センター
（担当）松島、中沢 電話 045(852)6471（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29年１月６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
〒245-0065 戸塚区東俣野町231番地
横浜市環境創造局下水道施設部西部水再生センター
電話 045(852)6471（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午前９時40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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午前９時40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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 8,780,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Seibu Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 9:40 a.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Seibu Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama,231 Higashimatanocho, Totsuka-ku, Yokohama, 245-0065 TEL 045-8526471
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横浜市調達公告第354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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局栄第一水再生センターで使用する電力 約7,790,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
栄区小菅ケ谷二丁目５番１号
横浜市環境創造局栄第一水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
（担当）本杉、福居 電話 045(861)3011（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
電話 045(861)3011（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後２時40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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後２時40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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 7,790,000kWh of electricity consumed
by Yokohama City Sakae-Daiichi Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 2:40 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Sakae Wastewater Treatment Plant (Sakae-Daini Wastewater
Treatment Plant), Environmental Planning Bureau, City of Yokohama, 82 Naganuma-cho,
Sakae-ku, Yokohama, 244-0841 TEL 045-861-3011
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横浜市調達公告第355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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局栄第二水再生センターで使用する電力 約22,000,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局栄第二水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
（担当）有南、田野井 電話 045(861)3011（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載した電磁的記録を含む。以下同じ
。）に虚偽の記載をしたとき。
５ 入札に必要な書類を示す場所等
当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。
６ 入札説明書等の交付方法等
横浜市ホームページ発注情報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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
電話 045(861)3011（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後２時55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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後２時55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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 22,000,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Sakae-Daini Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 2:55 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Sakae Wastewater Treatment Plant (Sakae-Daini Wastewater
Treatment Plant), Environmental Planning Bureau, City of Yokohama, 82 Naganuma-cho,
Sakae-ku, Yokohama, 244-0841 TEL 045-861-3011
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横浜市調達公告第356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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市副市長 平
１

原

敏

英

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局栄水再生センター戸塚ポンプ場で使用する電力 約1,530,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
戸塚区戸塚町127番地
横浜市環境創造局栄水再生センター戸塚ポンプ場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
（担当）木代、土屋 電話 045(861)3011（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒244-0841 栄区長沼町82番地
横浜市環境創造局下水道施設部栄水再生センター（栄第二水再生センター）
電話 045(861)3011（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後２時25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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後２時25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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 1,530,000kWh of electricity consumed
by Yokohama City Sakae Wastewater Treatment Plant Totsuka Pumping Station
(2) Deadline for the tender: 2:25 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Sakae Wastewater Treatment Plant (Sakae-Daini Wastewater
Treatment Plant), Environmental Planning Bureau, City of Yokohama, 82 Naganuma-cho,
Sakae-ku, Yokohama, 244-0841 TEL 045-861-3011
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横浜市調達公告第357号
一般競争入札（工事）の施行
次のとおり「新横浜公園東ループ橋ほか１橋補修工事」ほか49件の工事について、一般競争入札を行う。
平成28年12月6日
契約事務受任者
横浜市財政局長 鈴 木 和 宏
１ 入札参加資格
入札参加者は、落札候補（予定）者通知書の送付日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）にお
いて、次に掲げる資格を全て満たしていなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第２
項の規定に基づき横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）第３条
第１項により定める資格を有する者であること。
(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（以下「有資格者名簿」という。）に
登載されている者であること。
(3) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな
い者であること（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）。
(4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。
なお、用語の定義は、次のとおりとする。
ア 主たる営業所の所在地
有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。
イ 優良工事表彰事業者
横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。
ウ 工事成績
工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、
横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び
横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点
（工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象
とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう
。
エ 発注者別評価点（主観点）
平成27・28年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点
（主観点）をいう。
オ 横浜型地域貢献企業
横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。
カ 建設機械所有事業者
ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー
クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ
車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故
の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下
「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期
間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を
いう。
キ 災害協力事業者
災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。
(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。
(6) その他、詳細については横浜市契約規則、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）
（以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」という
。）等に定めるところによる。
２ 入札参加手続等
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。ただし、６(1)ただし書きの定めにより
入札保証金の納付を求める場合及び８(12)に定める場合を除く。
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(2) 設計図書のダウンロード等
ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡
し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする
こと。
イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけれ
ばならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期
間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。
ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。
(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。
３ 入札方法等
(1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、
郵便による入札は認めない。
(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。
(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ
ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す
ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。
なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下
「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等
の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ
、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。
(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に
１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。
(6) 入札の回数は１回とする。
なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を
不調とする。
(7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。
４ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 有資格者名簿における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用いて行った入札
(4) ３(4)に定める工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内
訳書の提出をした者が行った入札
(5) ６(1)ただし書きの定めにより入札保証金の納付を求める入札において、入札保証金の取扱いに係る
説明書４の各号に該当する入札
(6) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札
(7) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行っ
た場合における、当該特定建設共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札
(8) 特定建設共同企業体と当該特定建設共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の特定建設共同
企業体が同一の案件において入札を行った場合、これらの特定建設共同企業体が行った入札
(9) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ
た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札
(10) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同
組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札
５ 入札参加資格の確認及び落札の決定
(1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者
に通知する。
(2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者
のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ
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た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
(3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する
積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ
り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。
(4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。
(5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨を通知する。
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者
のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) の入札参加資格の確認を行う
。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(6) (4) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類を、落札候
補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連
絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指
示に従わなければならない。上記期間内に書類が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該
落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5) イの手続により落札者を決定する。
(7) (5) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当
該落札候補者に通知する。
(8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要
綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、開札日以降の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で最低制限価格以上の価格を
もって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。
６ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ
る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも
って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の
予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方
法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。
(2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。
７ 契約金の支払方法
(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。
なお、前金払は部分払の回数に含まない。
(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい
て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定
する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工事ごとに定め
る前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の
４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、公共工事の前払金に関する規則第２条第３項に規定
する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を
当該会計年度ごとに支払う。
(3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当
該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。
８ その他
(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否
かは、工事ごとに明示する。
(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結
する予定がある場合には、工事ごとに明示する。
(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この
場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。
(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技術
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
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入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りで
ない。
(5) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。
(6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。
(7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第
１項の規定により、指名停止を行う。
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
ただし、落札候補者等となった入札（政府調達協定の対象となるものを除く。）の開札日から落札
候補（予定）者通知日までの間に、他の本市発注工事の入札の落札候補者等となったことにより、落
札候補（予定）者通知日の翌開庁日午後５時までに、落札者となることを辞退した場合は、指名停止
に該当しない（一般競争入札（条件付）における資格確認書類を既に提出している場合を除く。）。
この場合、辞退は、入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も遅いものから順に行わなけ
ればならない。
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
3,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は7,000万円）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3,500万円未満であるとき。
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7,000万円未満であるとき。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3,500万円未満であること。
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3,500万円（工種「建築」の場合は7,000万円）以上となった工事請負契約につい
ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。
(10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成27・28年度の横浜
市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され
ているもの。）における当該工事と同工種の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定
価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高
請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８
割に満たない者は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する
こと。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。
(11) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けている
者（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）は、入札取扱要綱第25条第１項第１号
に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。
(12)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、当該工事と同一管内かつ同種
の工事（以下「同種の管内一円工事」という。）を契約している者（落札決定通知書の送付を受けてい
るときを含む。）は、入札取扱要綱第25条第１項第12号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す
ること。この場合において同種の管内一円工事とは、同一工事件名（ただし、その○○や○○‐○など
の通し番号は除く。）のものをいう。なお、請負工事検査事務取扱規程第２条の２第１号に規定する完
成検査、水道局検査規程第３条第１号に規定する完成検査及び交通局検査規程第３条第１号に規定する
完成検査が、審査基準日の前日までに完了している場合は含まないものとする。
(13) 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
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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。
(14) 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
。
(15) 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

１６２１０１０５７８

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

新横浜公園東ループ橋ほか１橋補修工事
港北区小机町３１８８番地先ほか１か所
ひび割れ補修工一式、断面修復工一式、表面保護工１７ｍ２ ほか

工事概要
工期
予定価格

３０，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

土木

格付等級

【土木：Ｂ】

登録細目

【土木：一般土木工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
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。
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、西区、中区、南区又は港北区内のい
ずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時１８分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局公園緑地整備課

電話

０４５－６７１－４６１２

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６４８０１００４０

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

瀬谷区本郷一丁目２６番地先から本郷二丁目８番地先まで
Ｌ形側溝工Ｌ＝２４８．７ｍ、取付管布設工Ｌ＝８１．８ｍ、アスファルト舗装工
１，３０５ｍ２ ほか

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで
３６，９００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

土木

格付等級

【土木：Ｂ】

登録細目

【土木：一般土木工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

県道瀬谷柏尾（本郷その２地区）道路改良工事

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
土木工事業に係る主任技術者又は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。
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、旭区、緑区、青葉区、都筑区又は瀬谷区内
のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置
する場合は、（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）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し（裏面
に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
） （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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時４５分
前金払

する（一括）

部分払

２回以内

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

瀬谷区瀬谷土木事務所

電話

０４５－３６４－１１０５

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６２１０１０５７１

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

鶴見区北寺尾町農道改良工事
鶴見区上の宮一丁目７番１号地先から７番４号地先まで
Ｌ形側溝工Ｌ＝６０．４ｍ、雨水桝設置工３か所、アスファルト舗装工１１１ｍ２

ほか

工事概要
工期
予定価格

５，８９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

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
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
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。
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）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。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時１７分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局農政推進課

電話

０４５－６７１－２６３５

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６３２０１００４５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

平成２８年度鳥山川遊水地一次池浚渫工事
神奈川区三枚町２７９番地
しゅんせつ工一式

ほか

工事概要
工期
予定価格

６，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

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
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
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。
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、西区又は緑区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時３１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

神奈川区神奈川土木事務所

電話

０４５－４９１－３３６３

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６２４０１００１９

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

平成２８年度 本郷町３丁目地区狭あい道路拡幅整備工事（その２）
中区本郷町３丁目９２番地先から１０６番地１１地先まで
構造物取壊し工４．７ｍ２、Ｌ形側溝工Ｌ＝２１ｍ、アスファルト舗装工６３ｍ２

ほか

工事概要
工期
予定価格

５，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

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
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
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。
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）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。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時３０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

都市整備局防災まちづくり推進課

電話

０４５－６７１－２７０４

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６３７０１００５３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

保土ケ谷土木管内一円
Ｕ形側溝工Ｌ＝６ｍ、地先境界ブロック設置工Ｌ＝２５ｍ、アスファルト舗装工２４０
ｍ２ ほか

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで
９，９５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

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
企業規模
入
札
参
加
資
格

保土ケ谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４）

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
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。
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）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。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時３２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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
※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。

要求
該当しない

（この頁は１頁目です。）

注意事項

工事担当課
契約事務担当課

保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所

電話

０４５－３３１－４４４５

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号
工事件名

１６３７０１００５３
保土ケ谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事（その４）
【注意事項】
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）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、次に掲げる工事件名（通し番号がある場合、通し番号は除く。）
の工事を契約しているときは、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。）ので留意すること（公告本文８（１２）を参
照）。
保土ケ谷土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事

入
札
に
係
る
必
要
事
項

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

１６４８０１００３９

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

瀬谷土木管内河川水路維持工事（その４）
瀬谷土木管内一円
ふとんかご工Ｌ＝１０ｍ、排水溝しゅんせつ工Ｌ＝１８０ｍ ほか

工事概要
工期
予定価格

３，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

土木又はとび・土工

格付等級

【土木：Ｃ】又は【とび・土工：－】

登録細目

【土木：一般土木工事】又は【とび・土工：とび・土工工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
土木工事業又はとび・土工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。
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）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。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時３３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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
※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。

免除
該当しない

（この頁は１頁目です。）

注意事項

工事担当課
契約事務担当課

瀬谷区瀬谷土木事務所

電話

０４５－３６４－１１０５

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号
工事件名

１６４８０１００３９
瀬谷土木管内河川水路維持工事（その４）
【注意事項】
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）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、次に掲げる工事件名（通し番号がある場合、通し番号は除く。）
の工事を契約しているときは、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。）ので留意すること（公告本文８（１２）を参
照）。
瀬谷土木管内河川水路維持工事

入
札
に
係
る
必
要
事
項

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

１６１２０１０１５２

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

青葉区下谷本町１６番地１０地先から都筑区川向町４６５番地先まで
構造物取壊し工１００ｍ３、立入防止柵設置工Ｌ＝３００ｍ、アスファルト舗装工２００
ｍ２ ほか

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで
６，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

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
企業規模
入
札
参
加
資
格

平成２８年度 横浜環状北西線建設課事業用地管理工事（その４）

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
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。
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、青葉区又は都筑区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時１６分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

道路局横浜環状北西線建設課

電話

０４５－６７１－３５３５

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６３８０１００５２

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

旭区二俣川１丁目地内歩道整備工事
旭区二俣川１丁目４６番地先から８８番地先まで
アスファルト舗装工１，９０７ｍ２

ほか

工事概要
工期
予定価格

３１，８７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

ほ装

格付等級

【ほ装：Ｂ】

登録細目

【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
舗装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。
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、旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑
区又は瀬谷区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時０１分
前金払

する（一括）

部分払

２回以内

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

旭区旭土木事務所

電話

０４５－９５３－８８０１

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６４５０１００６６

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

戸塚区名瀬町地内舗装補修（切削）工事（夜間）
戸塚区名瀬町５４８番地先から１７２１番地先まで
切削オーバーレイ工３，２９６ｍ２

ほか

工事概要
工期
予定価格

２６，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

ほ装

格付等級

【ほ装：Ｂ】

登録細目

【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
舗装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。
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、南区、港南区、保土ケ谷区、磯子区、金沢
区、戸塚区、栄区又は泉区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時０３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

戸塚区戸塚土木事務所

電話

０４５－８８１－１６２１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６

56

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６３６０１００５５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

港南区日野九丁目地内舗装補修工事
港南区日野九丁目５番地先から１３番地先まで
アスファルト舗装工１，７１０ｍ２

ほか

工事概要
工期
予定価格

１１，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

ほ装

格付等級

【ほ装：Ｃ】

登録細目

【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
舗装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。
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、戸塚区又は泉区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時００分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

港南区港南土木事務所

電話

０４５－８４３－３７１１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２２０１００９８

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

保土ケ谷工場構内道路舗装改修工事
保土ケ谷区狩場町３５５番地
アスファルト舗装工３３９ｍ２ ほか

工事概要
工期
予定価格

５，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

ほ装

格付等級

【ほ装：Ｃ】

登録細目

【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
舗装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。
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、保土ケ谷区又は旭区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時４８分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

資源循環局施設課

電話

０４５－６７１－２５６４

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１２０１０１５４

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

主要地方道山下本牧磯子線（西町地区）電線共同溝整備工事（舗装復旧工）
磯子区東町４８番３地先から西町２８１番地先まで
アスファルト舗装工２，５３８ｍ２

ほか

工事概要
工期
予定価格

１７，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

ほ装

格付等級

【ほ装：Ｃ】

登録細目

【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
舗装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。
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、磯子区又は栄区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時４７分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

道路局施設課

電話

０４５－６７１－３５５０

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６４３０１００６５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

主要地方道横浜生田青葉区あざみ野一丁目地内道路改良工事（その２）
青葉区あざみ野一丁目３２番地先
切削オーバーレイ工１，０５５ｍ２、橋面防水工２４５ｍ２ ほか

工事概要
工期
予定価格

１４，２７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

ほ装

格付等級

【ほ装：Ｃ】

登録細目

【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２２日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
舗装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。
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、青葉区又は瀬谷区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時０２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

青葉区青葉土木事務所

電話

０４５－９７１－２３００

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１２０１０１５３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

平成２８年度いたち川ほか１河川改修工事
栄区公田町１６０５番地１地先ほか１か所
アスファルト舗装工３７３ｍ２、ダスト舗装工５６ｍ２ ほか

工事概要
工期
予定価格

４，３９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

ほ装

格付等級

【ほ装：Ｃ】

登録細目

【ほ装：一般舗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
舗装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。
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、栄区又は瀬谷区内のいずれかであるこ
と。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 ９時４６分
前金払

する（一括）

部分払

１回以内

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

契約保証

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

道路局河川事業課

電話

０４５－６７１－３９８２

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６３２０１００４４

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

神奈川区三ツ沢南町１７番地先
ラス張工８４．４ｍ２、吹付枠工Ｌ＝１１１．６ｍ、吹付工２８．８ｍ２、
植生基材吹付工２２．２ｍ２ ほか

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで
８，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

とび・土工

格付等級

-

登録細目

【とび・土工：法面工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

三ツ沢せせらぎ緑道法面防護工事（その５）

技術者

市内
とび・土工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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時１０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

神奈川区神奈川土木事務所

電話

０４５－４９１－３３６３

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６７１０１０２５２

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

御伊勢山・権現山急傾斜地防災工事
金沢区六浦二丁目３８２１番１
落石防護網設置工一式、防護柵設置工一式 ほか

工事概要
工期
予定価格

１７，６３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

とび・土工

格付等級

-

登録細目

【とび・土工：法面工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

市内
とび・土工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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時１１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

建築局施設整備課

電話

０４５－６７１－２９６０

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１２０１０１５６

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

平成２８年度入江川ほか沈船引揚撤去工事
神奈川区守屋町２丁目６番地先ほか１か所
引揚工２隻、運搬工２隻、陸揚工２隻、解体分別工２６ｍ３、運搬処理工一式

ほか

工事概要
工期
予定価格

６，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

港湾

格付等級

-

登録細目

【港湾：しゅんせつ工事又は港湾構造物工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

市内
しゅんせつ工事業又は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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時１２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

道路局河川管理課

電話

０４５－６７１－２８５７

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６

64

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０１０５７２

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

元町公園ベーリックホール庭園改修工事
中区元町１丁目７７番地４
園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか

工事概要
工期
予定価格

２２，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ａ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
造園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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時１３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局南部公園緑地事務所

電話

０４５－６７１－３６４８

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６３６０１００５３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

上大岡東一丁目公園ほか７公園施設改良工事
港南区上大岡東一丁目１９番ほか７か所
施設整備工、基盤整備工、植栽工

ほか

工事概要
工期
予定価格

１９，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ａ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
造園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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時２３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

港南区港南土木事務所

電話

０４５－８４３－３７１１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６３６０１００５４

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

下永谷第二公園ほか６公園施設改良工事
港南区下永谷六丁目１５番ほか６か所
基盤整備工、植栽工 ほか

工事概要
工期
予定価格

２０，７３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ａ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
造園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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時３０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

港南区港南土木事務所

電話

０４５－８４３－３７１１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６４００１００５４

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

走川公園施設改良工事
金沢区泥亀二丁目８番
園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工、植栽工 ほか

工事概要
工期
予定価格

２８，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ａ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
造園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。
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照）
（１）次のア又はイのいずれかを満たす者であること。
ア 工種「造園」に係る発注者別評価点（主観点）が８５点以上の者であること。
イ 平成２６年１１月１日から平成２８年１０月３１日までの間の最新月に完成した
工種「造園」に係る工事成績が８５点以上の者であること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載
した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配
置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写
し又は雇用保険被保険者証の写し等） （４）入札参加資格その他（１）イの場合、工事
完成検査結果通知書の写し

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時３１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

金沢区金沢土木事務所

電話

０４５－７８１－２５１５

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６

68

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６３１０１００５５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

鶴見土木管内公園施設修繕工事（その４）
鶴見土木管内一円
園路広場修繕工、設備修繕工、基盤修繕工、遊戯施設修繕工、植栽修繕工 ほか

工事概要
工期
予定価格

３，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ｂ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
造園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。
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、西区、中区、保土ケ谷区、港北区又
は都筑区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時２１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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
※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。

免除
該当しない

（この頁は１頁目です。）

注意事項

工事担当課
契約事務担当課

鶴見区鶴見土木事務所

電話

０４５－５１０－１６７３

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号
工事件名

１６３１０１００５５
鶴見土木管内公園施設修繕工事（その４）
【注意事項】
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）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、次に掲げる工事件名（通し番号がある場合、通し番号は除く。）
の工事を契約しているときは、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。）ので留意すること（公告本文８（１２）を参
照）。
鶴見土木管内公園施設修繕工事

入
札
に
係
る
必
要
事
項

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

１６３４０１００５０

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

中区本牧元町２８番２号地先から２８番１１号地先までほか１３か所
植栽工（高木植栽工３本、中木植栽工１５本、低木植栽工８５０本、地被類植栽工
３８０鉢） ほか

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで
８，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ｂ】

登録細目

【造園：植栽工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

中区本牧元町地内ほか１３か所街路樹補植工事

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
造園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。
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、西区、中区、保土ケ谷区、港北区又
は都筑区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時２２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

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

１６２１０１０５７３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

川島町二ノ沢特別緑地保全地区整備工事
旭区川島町１９５９番１ほか
園路広場整備工、施設整備工、基盤整備工 ほか

工事概要
工期
予定価格

１６，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ｂ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
造園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。
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、緑区、青葉区、泉区又は瀬谷区内のいずれかであ
ること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時２０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局公園緑地整備課

電話

０４５－６７１－２６５２

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６４００１００５５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

金沢土木管内公園施設修繕工事（その７）
金沢土木管内一円
園路広場修繕工、設備修繕工、基盤修繕工、遊戯施設修繕工、植栽修繕工 ほか

工事概要
工期
予定価格

８，７２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ｂ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
造園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。
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、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区又は栄区内のい
ずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時３２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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
※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。

要求
該当しない

（この頁は１頁目です。）

注意事項

工事担当課
契約事務担当課

金沢区金沢土木事務所

電話

０４５－７８１－２５１５

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号
工事件名

１６４００１００５５
金沢土木管内公園施設修繕工事（その７）
【注意事項】
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）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、次に掲げる工事件名（通し番号がある場合、通し番号は除く。）
の工事を契約しているときは、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。）ので留意すること（公告本文８（１２）を参
照）。
金沢土木管内公園施設修繕工事

入
札
に
係
る
必
要
事
項

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

１６４４０１００５８

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

都筑区牛久保西二丁目地内道路整備工事
都筑区牛久保西二丁目３番１１号地先
低木植栽工７２本、地被植栽工８７３鉢、舗装工

ほか

工事概要
工期
予定価格

６，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

造園

格付等級

【造園：Ｂ】

登録細目

【造園：造園工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
造園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。
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、西区、中区、保土ケ谷区、港北区又
は都筑区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時３３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

都筑区都筑土木事務所

電話

０４５－９４２－０６０６

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６２９０１００１７

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

横浜南部市場水産棟改修工事
金沢区鳥浜町１番地１
仲買店舗改修工、共用部改修工

工事概要
工期
予定価格

２７，８８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

建築

格付等級

【建築：Ｂ】

登録細目

【建築：建築工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
建築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。
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、南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、
栄区、泉区又は瀬谷区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時４０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

建築局施設整備課

電話

０４５－６７１－２９６６

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

１６７１０１０２５３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

深谷台小学校室内環境改修工事
戸塚区深谷町１３１２番地１
教室改修工 ほか

工事概要
工期
予定価格

２０，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

建築

格付等級

【建築：Ｃ】

登録細目

【建築：建築工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

市内
中小企業
建築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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時４２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

建築局施設整備課

電話

０４５－６７１－２９６９

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

１６２１０１０５７６

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

神奈川水再生センター滞水池流入ゲート等設備塗装工事
神奈川区千若町１丁目１番地
滞水池流入ゲート塗装工一式、滞水池フラッシュゲート塗装工一式

工事概要
工期
予定価格

４，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

塗装

格付等級

-

登録細目

【塗装：塗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
塗装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。
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、中区、南区又は保土ケ谷区内のいずれ
かであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時５０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局神奈川水再生センター

電話

０４５－４５３－２６４１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６２１０１０５７５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

港北水再生センター南側自家発用ダミー水槽等設備塗装工事
港北区大倉山七丁目４０番１号
自家発用ダミー水槽等塗装工一式

ほか

工事概要
工期
予定価格

３，７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

塗装

格付等級

-

登録細目

【塗装：塗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
塗装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。
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、旭区、港北区、緑区、青葉区又は都筑区内のい
ずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時４３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局港北水再生センター

電話

０４５－５４２－３０３１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６１４０１０１３５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

南本牧ふ頭建設工事・区画線設置工
中区南本牧２番地から６番地３地先まで
区画線設置工Ｌ＝７，５８２ｍ ほか

工事概要
工期
予定価格

１３，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

区画線・標識

格付等級

-

登録細目

【区画線・標識：区画線設置工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３０日まで

技術者

市内
塗装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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時５２分
前金払

する（一括）

部分払

２回以内

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

港湾局建設第二課

電話

０４５－６７１－７２３３

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

１６４００１００５３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

金沢土木管内区画線設置工事（その３）
金沢土木管内一円
区画線設置工Ｌ＝９５０ｍ ほか

工事概要
工期
予定価格

３，７９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

区画線・標識

格付等級

-

登録細目

【区画線・標識：区画線設置工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

技術者

市内
塗装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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時５３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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
※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。

免除
該当しない

（この頁は１頁目です。）

注意事項

工事担当課
契約事務担当課

金沢区金沢土木事務所

電話

０４５－７８１－２５１４

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号
工事件名

１６４００１００５３
金沢土木管内区画線設置工事（その３）
【注意事項】
（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）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、次に掲げる工事件名（通し番号がある場合、通し番号は除く。）
の工事を契約しているときは、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。）ので留意すること（公告本文８（１２）を参
照）。
金沢土木管内区画線設置工事

入
札
に
係
る
必
要
事
項

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

１６１２０１０１５５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

保土ケ谷区狩場町２１９番地先ほか２か所
狩場町第三歩道橋（落橋防止装置工８組 ほか）狩場町第四歩道橋（落橋防止装置工
６組 ほか）、上柏尾横断歩道橋（落橋防止装置工７組 ほか）

契約締結の日から平成２９年 ３月２０日まで
３７，４８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

鋼構造

格付等級

-

登録細目

【鋼構造：その他の鋼構造物工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

狩場町第三歩道橋ほか２橋耐震補強工事

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
鋼構造物工事業に係る主任技術者又は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。
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照）
（１）平成１３年４月１日以降に完成した、次のア又はイの工事の元請としての施工実績
を有すること。なお、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出
資比率が１０分の２以上のものに限る。
ア 鋼製の落橋防止装置又は鋼製の変位制限装置を含む鋼製橋を架設した工事
イ 鋼製の落橋防止装置又は鋼製の変位制限装置を設置した工事
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（１）配置技術者・現場代理人（変更）届出書（第６号様式） （２）主任技術者を配置
する場合は、（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）監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し（裏面
に監理技術者講習修了履歴がない場合は、監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
） （４）配置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被
保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等） （５）施工実績調書（工事内容欄に
入札参加資格に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設
計図書の写し等の書類を添付すること。）
電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時３０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

道路局施設課

電話

０４５－６７１－３５５１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６１４０１０１３３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

鳥浜町地内施設整備工事
金沢区鳥浜町１番地１２
立入防止柵設置工Ｌ＝１８４ｍ ほか

工事概要
工期
予定価格

９，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

フェンス

格付等級

-

登録細目

【フェンス：フェンス工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
とび・土工工事業、土木工事業、建築工事業又は鋼構造物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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時３１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

港湾局保全管理課

電話

０４５－６７１－７２２３

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６７１０１０２５４

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

金沢区西柴四丁目２３番１号
トイレ改修工（延床面積１６１ｍ２、１系列、４か所）、屋内運動場トイレ改修工（延床
面積６３ｍ２、１系列、２か所）の建築工事に伴う電気設備工事一式

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで
６，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気

格付等級

【電気：Ａ又はＢ】

登録細目

【電気：電気設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

西柴小学校トイレ改修工事（電気設備工事）（その２）

技術者

市内
電気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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時４８分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

注意事項

契約保証

要求
該当しない

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。

工事担当課

建築局電気設備課

電話

０４５－６７１－２９７５

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０１０５６４

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

港北水再生センター北側水処理施設初沈汚泥流量計等修理工事
港北区大倉山七丁目４０番１号
初沈汚泥流量計検出器修理工一式、鶴見川河川水位計修理工一式

工事概要
工期
予定価格

４，１３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気

格付等級

【電気：Ａ又はＢ】

登録細目

【電気：電気設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内、準市内又は市外
電気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。
次の入札参加資格を全て満たす者であること。（詳細は公告本文１（４）参照）
（１）平成１３年４月１日以降に完成した、計装設備工事の元請としての施工実績を有す
ること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（１）配置主任技術者・現場代理人（変更）届出書（第７号様式） （２）（１）に記載
した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （３）配
置する技術者及び現場代理人の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写
し又は雇用保険被保険者証の写し等） （４）施工実績調書（工事内容欄に入札参加資格
に定められた施工実績を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し
等の書類を添付すること。）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時４５分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局港北水再生センター

電話

０４５－５４２－３０３１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０１０５６３

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

本牧臨海公園ほか３公園照明施設保繕工事
中区本牧元町３８６番１号ほか３か所
照明設備工一式

工事概要
工期
予定価格

１３，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気

格付等級

【電気：Ｂ】

登録細目

【電気：屋外電気設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
中小企業
電気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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時３３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局公園緑地整備課

電話

０４５－６７１－２６１６

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１４０１０１３１

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

南本牧ふ頭Ｇ系統雨水排水中和処理設備設置工事（電気設備工事）
中区南本牧ふ頭構内
分電盤設置工、電源配線設備工 ほか

工事概要
工期
予定価格

１４，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気

格付等級

【電気：Ｂ】

登録細目

【電気：電気設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
電気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。
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、南区、港南区又は磯子区内のいずれかであ
ること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時３２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当する

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

港湾局保全管理課

電話

０４５－６４１－７９６６

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２２０１００９７

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

戸塚輸送事務所遮断器等更新工事
戸塚区名瀬町４４３番地１
高圧真空遮断器更新工１台、高圧真空電磁接触器更新工１台、進相コンデンサ更新工２台

工事概要
工期
予定価格

１，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気

格付等級

【電気：Ｂ】

登録細目

【電気：電気設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
電気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。
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、保土ケ谷区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区又
は瀬谷区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時４６分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

資源循環局施設課

電話

０４５－６７１－２５１７

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１２０１０１４９

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

横浜市山下町地下駐車場監視カメラ設備改修工事
中区山下町６０番地先
監視カメラ設備改修工一式、オーバーホール工一式

工事概要
工期
予定価格

１１，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気通信

格付等級

-

登録細目

【電気通信：放送設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
電気通信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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時００分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

道路局施設課

電話

０４５－６７１－２７３１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１２０１０１５０

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

横浜市日本大通り地下駐車場監視カメラ設備改修工事
中区日本大通９番地先
監視カメラ設備改修工一式、オーバーホール工一式

工事概要
工期
予定価格

１０，２５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気通信

格付等級

-

登録細目

【電気通信：放送設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
電気通信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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時０１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

道路局施設課

電話

０４５－６７１－２７３１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１２０１０１５１

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

横浜市ポートサイド地下駐車場監視カメラ設備改修工事
神奈川区栄町９２番地１地先
監視カメラ設備改修工一式、オーバーホール工一式

工事概要
工期
予定価格

１１，５３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気通信

格付等級

-

登録細目

【電気通信：放送設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
電気通信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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時０２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

道路局施設課

電話

０４５－６７１－２７３１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６１４０１０１３２

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

八景島トイレ改修工事（衛生設備工事）
金沢区八景島
衛生設備工一式

工事概要
工期
予定価格

４，２００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

管

格付等級

【管：Ｂ】

登録細目

【管：給排水衛生設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
管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。
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、金沢区、戸塚区、栄区、泉区又は瀬谷
区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時１０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

港湾局保全管理課

電話

０４５－６７１－７２３０

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０１０５６６

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

中田中央公園駐車場設備改修工事（その２）
泉区中田町２９８９番地
基盤整備工一式、施設整備工一式

工事概要
工期
予定価格

５，８１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

機械器具設置

格付等級

-

登録細目

【機械器具設置：その他の機械器具工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ２月２８日まで

技術者

市内
機械器具設置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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時１３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

注意事項

工事担当課
契約事務担当課

要求
該当する

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。

環境創造局南部公園緑地事務所

電話

０４５－８３１－８４８４

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６

94

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０１０５６７

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

工事概要
工期
予定価格

西区戸部本町５１番１号
ポンプ井排水ポンプ修理工２台、主ポンプ封水用加圧ポンプ修理工２台、主ポンプ封水用
加圧ポンプ配管修理工一式

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで
３，２２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

機械器具設置

格付等級

-

登録細目

【機械器具設置：ポンプ工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

桜木ポンプ場ポンプ井排水ポンプ等修理工事

技術者

市内
機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時２０分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

環境創造局神奈川水再生センター

電話

０４５－４５３－２６４１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６２２０１００９６

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

鶴見工場排水処理設備補修工事
鶴見区末広町１丁目１５番地１
洗煙系キレート吸着塔補修工１基

工事概要
工期
予定価格

２，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

機械器具設置

格付等級

-

登録細目

【機械器具設置：その他の機械器具工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

市内
機械器具設置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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時２２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

資源循環局鶴見工場

電話

０４５－５２１－２１９１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６２２０１００９５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

保土ケ谷工場補助ボイラー定期検査等整備工事
保土ケ谷区狩場町３５５番地
補助ボイラー整備工１基、貫流ボイラー補修工４基 ほか

工事概要
工期
予定価格

５，６６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

機械器具設置

格付等級

-

登録細目

【機械器具設置：ボイラー工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２９日まで

技術者

市内
機械器具設置工事業又は管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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時２１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

資源循環局旭工場

電話

０４５－７４２－３７１１

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

１６２３０１００２５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

旭プールストレージタンク等整備工事
旭区白根二丁目３３番１号
ストレージタンク整備工 ほか

工事概要
工期
予定価格

６，０１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

機械器具設置

格付等級

-

登録細目

【機械器具設置：ボイラー工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
機械器具設置工事業又は管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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時２３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

資源循環局施設課

電話

０４５－６７１－２５４３

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

１６１４０１０１３４

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

大さん橋ふ頭自走式渡船橋修理工事
中区海岸通１丁目１番地
自動整流装置更新工 ほか

工事概要
工期
予定価格

５，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

機械器具設置

格付等級

-

登録細目

【機械器具設置：その他の機械器具工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
機械器具設置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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時１２分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

注意事項

要求
該当しない

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。

工事担当課

港湾局保全管理課

電話

０４５－６７１－７２３０

契約事務担当課

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６

99

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
横浜市調達公告第358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 税額決定・納税通知書（定期１期用４Ｐ） 76,960セットほかの印
刷」ほか24件の契約について、一般競争入札を行う。
平成28年12月６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、最低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で最低
制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、種目「不用品買受」に係る契約については「予
定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「最低」は「最高」と、読み替えるものとする。
(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入
札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号まで、
第11号及び第12号に定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認
するものとする。
(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。
ア 当該入札者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札候補者とし、
入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。
イ 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効とする
。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした者に
ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ
るときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について
、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条
第７号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを
確認するものとする。
(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨を通知する。
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした
者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者
がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは
再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無
効の入札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最低制限価格未満の入札をした者の入札は認
めない。
(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと
に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め
た日）の２日後(ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電子
メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出し、また
、確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類等が提出されない場合又は指示
に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により落札
者を決定する。
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(8) (5)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当
該落札候補者に通知する。
(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市指名停止等措置要綱第２条第１項、第３
条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による指名停止を除く。）には、その者を落札者と
せず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を
新たに落札候補者とする。
７ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。
８ 契約金の支払方法
(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。
(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合
の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長
期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。
９ その他
(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この
場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。
(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。
(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条
第４項に定めるとおりとする。
(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止
を行う。
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合
(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23
条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され
た場合は、落札者として決定しないものとする。
(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降
において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又
は解除することができるものとする。
(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、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

１６０３０２００８２

入札方法

電子入札による

一般競争（条件付）

市民税・県民税

税額決定・納税通知書（定期１期用４Ｐ） ７６，９６０セットほかの印刷

件名
納入／履行場所

総務局住民情報システム課ほか

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

フォーム印刷
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【フォーム印刷

市内：第３位まで】

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。

その他

提出書類

設計図書

入札期間
開札予定日時
支払い条件

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。

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。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

財政局税制課
財政局契約第二課
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契約番号

１６２１０３０３２６

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

公共下水道幹線管きょ保全委託（その２）
泉区上飯田町４２４番地先から４３３番地先まで

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

下水道管等保守
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【下水道管等保守

市内：第２位まで】

中小企業
①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者
②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

その他

提出書類

①委託業務経歴書
②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
③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２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局管路保全課
財政局契約第二課
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契約番号

１６２１０３０３２７

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

公共下水道幹線管きょ保全委託（その３）
磯子区磯子二丁目２３番４号地先から１１号地先まで

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

下水道管等保守
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【下水道管等保守

市内：第２位まで】

中小企業
①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者
②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

その他

提出書類

①委託業務経歴書
②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
③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２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局管路保全課
財政局契約第二課

105

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０３０３２８

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

公共下水道幹線管きょ保全委託（その４）
瀬谷区相沢五丁目４５番地先

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

下水道管等保守
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【下水道管等保守

市内：第２位まで】

中小企業
①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者
②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

その他

提出書類

①委託業務経歴書
②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
③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２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時２０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局管路保全課
財政局契約第二課

106

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０３０３２９

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

公共下水道幹線管きょ保全委託（その５）
旭区四季美台１番地３地先

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

下水道管等保守
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【下水道管等保守

市内：第２位まで】

中小企業
①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者
②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

その他

提出書類

①委託業務経歴書
②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
③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２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時２０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局管路保全課
財政局契約第二課

107

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３８４

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

特Ａ重油（ローリー納入） ３６，０００リットル（概算）
環境創造局北部第一水再生センター（元宮ポンプ所）ほか

概要
納入／履行期間等

平成２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局北部第一水再生センター
財政局契約第二課

108

３回以内

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３９０

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

白灯油（ミニローリー納入） １４，０００リットル（概算）ほか
環境創造局北部第一水再生センターほか

概要
納入／履行期間等

平成２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時２５分
前金払

しない

部分払

３回以内

契約保証

免除

落札決定にあたっては、入札金額から軽油引取税を除いた金額の 100 分の８に相当する額
を加算した金額に軽油引取税を加算した金額（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
額から軽油引取税を除いた金額の 108 分の 100 に相当する金額に軽油引取税を加算した金額
を入札金額とすること。

環境創造局北部第一水再生センター
財政局契約第二課

109

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３８５

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

特Ａ重油（ローリー納入） ２４，０００リットル（概算）
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２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局神奈川水再生センター
財政局契約第二課

110

３回以内

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０３０３３２

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

中部水再生センター等脱臭用活性炭再生業務委託
環境創造局中部水再生センターほか

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

活性炭・作動油等再生
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【活性炭・作動油等再生 市内：第３位まで】
中小企業
当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者

その他

委託業務経歴書

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時３０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局中部水再生センター
財政局契約第二課

111

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３８６

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

特Ａ重油（ローリー納入） １２，０００リットル（概算）ほか
環境創造局吉野ポンプ場ほか

概要
納入／履行期間等

平成２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時１５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局南部水再生センター
財政局契約第二課

112

３回以内

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３８３

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

白灯油（ローリー納入） ３６，０００リットル（概算）
環境創造局都筑水再生センター

概要
納入／履行期間等

平成２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局都筑水再生センター
財政局契約第二課

113

３回以内

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０３０３３１

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

都筑水再生センター脱臭用活性炭再生業務委託
環境創造局都筑水再生センター

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月１５日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

活性炭・作動油等再生
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【活性炭・作動油等再生 市内：第３位まで】
中小企業
当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者

その他

委託業務経歴書

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時３０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局都筑水再生センター
財政局契約第二課

114

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３８９

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

特Ａ重油（ローリー納入） ３０，０００リットル（概算）
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２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時２５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局北部下水道センター
財政局契約第二課

115

３回以内

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３８７

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

特Ａ重油（ローリー納入） ６６，０００リットル（概算）
環境創造局金沢水再生センター

概要
納入／履行期間等

平成２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時１５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局南部下水道センター
財政局契約第二課
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３回以内

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２１０２０３８８

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

特Ａ重油（ローリー納入） １８，０００リットル（概算）
環境創造局金沢ポンプ場

概要
納入／履行期間等

平成２９年 １月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

１日から平成２９年 ３月３１日まで

燃料
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【燃料 市内：第３位まで】
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時１５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

環境創造局南部下水道センター
財政局契約第二課

117

３回以内

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２２０２０５７６

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

ごみ分別啓発シール ①収集できません １，８４５，０００枚ほかの印刷
資源循環局業務課ほか

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月２１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

特殊印刷
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【特殊印刷 市内：順位問わず】
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。

その他

提出書類

設計図書

入札期間
開札予定日時
支払い条件

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。

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。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

注意事項

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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しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２２０５０２１７

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

使用済みタイヤ４００本の売払
資源循環局家庭系対策部車両課

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 １月３１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

不用品買受又はタイヤ
【不用品買受：－】又は【タイヤ：－】

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

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

その他

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

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

注意事項

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

しない

契約保証

免除

売払対象物品の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること
。
※上記「支払い条件」は横浜市が支払うことについて明示したものであり、本案件の買受
代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。

発注担当課

資源循環局車両課

契約事務担当課

財政局契約第二課
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２７０２００６９

入札方法

電子入札による

一般競争（条件付）

ノートパソコン

１８台

件名
納入／履行場所

こども青少年局の指定する場所

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ２月

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

６日まで

コンピュータ類
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【コンピュータ類

市内：第３位まで】

中小企業
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

こども青少年局こども家庭課
財政局契約第二課

120

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６２９０３００４１

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

食肉市場ボイラー等分解点検整備委託
鶴見区大黒町３番５３号

概要
納入／履行期間等
調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目

入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで

機械設備保守

格付等級

-

登録細目

【機械設備保守：ボイラー】

所在地区分・順位
企業規模

【機械設備保守

市内：第３位まで】

中小企業
当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者

その他

委託業務経歴書

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

経済局運営課
財政局契約第二課

121

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６３２０３００２６

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

神奈川土木管内道路除草業務委託（その３）
神奈川区神奈川土木事務所管内一円

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

最低制限価格制度適用

種目
格付等級

公園緑地等管理
【公園緑地等管理：Ｃ】

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【公園緑地等管理

市内：第１位のみ】

中小企業

その他

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

神奈川区神奈川土木事務所
財政局契約第二課

122

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６３２０３００２７

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

神奈川区街路樹維持業務委託（その３）
神奈川区神奈川土木事務所管内西部

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

最低制限価格制度適用

種目
格付等級

公園緑地等管理
【公園緑地等管理：Ｃ】

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【公園緑地等管理

市内：第１位のみ】

中小企業

その他

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時２０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

神奈川区神奈川土木事務所
財政局契約第二課

123

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６５５０３００３６

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

港南区総合庁舎移転新築工事に伴う港南消防署移転業務委託
港南区港南四丁目２番１０号ほか

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

貨物運送
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【貨物運送 市内：第３位まで】
中小企業
当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者

その他

委託業務経歴書

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

消防局施設課
財政局契約第二課

124

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６７１０２０３１３

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

生徒用工作台（ヤマイチ） １０台

同等品可

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

什器
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【什器 市内：第３位まで】
中小企業
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

しない

契約保証

免除

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）。

教育委員会事務局高校教育課
財政局契約第二課
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横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６７１０２０３１１

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

卒業証書（小学校） ３９，８１１枚ほかの印刷
教育委員会事務局指導企画課

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 １月３１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

端物印刷
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

【端物印刷 市内：第１位のみ】
中小企業
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。

その他

提出書類

設計図書

入札期間
開札予定日時
支払い条件

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。

見本の一部は、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。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

教育委員会事務局指導企画課
財政局契約第二課

126

しない

契約保証

免除

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６７１０２０３００

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

食器消毒保管庫（Ｗ－５０、両面扉、リフトなし） １台
横浜市立北山田小学校

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 １月３１日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

厨房・浴槽機器類
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】
中小企業
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

教育委員会事務局健康教育課
財政局契約第二課
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横浜市調達公告第359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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市総務局長
１

大久保

智

子

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市庁舎及び横浜市研修センターで使用する電力 約2,231,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
ア 中区港町１丁目１番地
横浜市庁舎
イ 中区山下町72番地１
横浜市研修センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0023 中区山下町72番地１
横浜市総務局人事部人材開発課（横浜市研修センター５階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒231-0023 中区山下町72番地１
横浜市総務局人事部人材開発課（横浜市研修センター５階）
潮地 電話045(662)2923（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29年１月６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
〒231-0023 中区山下町72番地１
横浜市総務局人事部人材開発課（横浜市研修センター５階）
電話 045(662)2923（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午前９時 00 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 29 年１月 23 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29年１月24日午前９時00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
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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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 2,231,000kwh of electricity consumed
by Yokohama City Hall and Yokohama Training Center
(2) Deadline for the tender: 9:00 a.m. 24, January, 2017(Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Human Resources Development Division, General Affairs
Bureau, City of Yokohama,72-1 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0023 TEL 045-662-2923

130

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
横浜市調達公告第360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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市経済局長
１

林

琢

己

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市中央卸売市場食肉市場で使用する電力 約3,000,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
鶴見区大黒町３番53号
横浜市中央卸売市場食肉市場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行います。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
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28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒230-0053 鶴見区大黒町３番53号
横浜市経済局中央卸売市場食肉市場運営課
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒230-0053 鶴見区大黒町３番53号
横浜市経済局中央卸売市場食肉市場運営課
山田 電話045(511)0445（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29年１月６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
〒230-0053 鶴見区大黒町３番53号
横浜市経済局中央卸売市場食肉市場運営課
山田 電話045(511)0445（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午前９時 40 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 29 年１月 23 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28年１月24日午前９時40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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx.3,000,000kwh of electricity consumedby Yokohama City Central
Wholesale Meat Market
(2) Deadline for the tender:９:40 a.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Central Wholesale Meat Market Operation Division,Economic
Affairs Bureau, City of Yokohama,3-53 Daikoku-cho, Tsurumi-ku, Yokohama, 231-0053
TEL 045-511-0445
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横浜市調達公告第 361 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 28 年 12 月６日
契約事務受任者
横浜市健康福祉局長
１

鯉

渕

信

也

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市久保山斎場で使用する電力 約 1,939,000 キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで
(4) 供給場所
西区元久保町３番１号
横浜市久保山斎場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条
第２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成 29・30 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガ
ス」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を
提出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成 28 年 12 月 15 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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 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
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
鈴木 電話 045(671)2450（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 29 年１月６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
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
電話 045(671)2450（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午後３時 00 分
(ｲ) 入札場所
中区港町１丁目１番地
横浜市健康福祉局環境施設課会議室（横浜市庁舎７階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成 29 年１月 23 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 29 年１月 24 日午後３時 00 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最低の価格をもって有
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効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成 29 年度横浜市各会計予算が平成 29 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ
れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 1,939,000 kWh of electricity
Consumed by Yokohama City Kuboyama Crematory and Funeral Center
(2) Deadline for the tender: 3:00 p.m., 24 January, 2017(Japan Standard Time)
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice:
Cemetery and Funeral Facilities Division, Health and Social Welfare Bureau ， City of
Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2450
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横浜市調達公告第 362 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 28 年 12 月６日
契約事務受任者
横浜市健康福祉局長
１

鯉

渕

信

也

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市南部斎場で使用する電力 約 1,773,000 キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで
(4) 供給場所
金沢区みず木町１番地
横浜市南部斎場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条
第２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成 29・30 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガ
ス」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を
提出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成 28 年 12 月 15 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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 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
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
鈴木 電話 045(671)2450（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 29 年１月６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
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
電話 045(671)2450（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午後３時 20 分
(ｲ) 入札場所
中区港町１丁目１番地
横浜市健康福祉局環境施設課会議室（横浜市庁舎７階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成 29 年１月 23 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 29 年１月 24 日午後３時 20 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最低の価格をもって有
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効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成 29 年度横浜市各会計予算が平成 29 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ
れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 1,773,000 kWh of electricity
Consumed by Yokohama City Southern District Crematory and Funeral Center
(2) Deadline for the tender: 3:20 p.m., 24 January, 2017(Japan Standard Time)
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice:
Cemetery and Funeral Facilities Division, Health and Social Welfare Bureau ， City of
Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2450
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横浜市調達公告第 363 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 28 年 12 月６日
契約事務受任者
横浜市健康福祉局長
１

鯉

渕

信

也

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市北部斎場で使用する電力 約 2,438,000 キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで
(4) 供給場所
緑区長津田町 5125 番地の１
横浜市北部斎場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条
第２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成 29・30 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガ
ス」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成 18 年 11 月 22 日制定）第２条第２項に基づく報告書を
提出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成 28 年 12 月 15 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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 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
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
鈴木 電話 045(671)2450（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 29 年１月６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
横浜市健康福祉局健康安全部環境施設課（横浜市庁舎７階）
電話 045(671)2450（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午後３時 40 分
(ｲ) 入札場所
中区港町１丁目１番地
横浜市健康福祉局環境施設課会議室（横浜市庁舎７階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成 29 年１月 23 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 29 年１月 24 日午後３時 40 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最低の価格をもって有
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効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成 29 年度横浜市各会計予算が平成 29 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ
れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 1,773,000 kWh of electricity
Consumed by Yokohama City Northern District Crematory and Funeral Center
(2) Deadline for the tender: 3:40 p.m., 24 January, 2017(Japan Standard Time)
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice:
Cemetery and Funeral Facilities Division, Health and Social Welfare Bureau ， City of
Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2450

142

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
横浜市調達公告第364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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市環境創造局長
１

大

熊

洋

二

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局山下公園ほか４か所で使用する電力 約1,620,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
ア 中区山下町279番地
山下公園
イ 中区元町一丁目77番地4
元町公園
ウ 西区みなとみらい２丁目１番１号グランモール公園１階
クロス・パティオ
エ 旭区大池町65番
こども自然公園
オ 港北区菊名一丁目８番１号
菊名池公園
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局公園緑地部公園緑地整備課（関内中央ビル４階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 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
横浜市環境創造局公園緑地部公園緑地整備課（関内中央ビル４階）
（担当）青木 電話 045(671)2616（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載した電磁的記録を含む。以下同じ
。）に虚偽の記載をしたとき。
５ 入札に必要な書類を示す場所等
当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。
６ 入札説明書等の交付方法等
横浜市ホームページ発注情報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29年１月６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
横浜市環境創造局公園緑地部公園緑地整備課（関内中央ビル４階）
電話 045(671)2616（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後３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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後３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
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(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における
代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない
者が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 1,620,000kWh of electricity
consumed by Yamashita Park and other 4 Parks
(2) Deadline for the tender:3:15 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Parks and Green Space Development Division, Environmental
Planning Bureau, City of Yokohama,1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017
TEL 045-671-2616
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横浜市調達公告第365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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市環境創造局長
１

大

熊

洋

二

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局北部第一水再生センター及び末吉ポンプ場で使用する電力 約15,800,000キロワットア
ワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
鶴見区元宮二丁目６番１号
横浜市環境創造局北部第一水再生センター
鶴見区下末吉二丁目１番２号
横浜市環境創造局北部第一水再生センター末吉ポンプ場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号
横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター
(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）
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(5) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号
横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター
（担当）山室、豊田、石渡 電話 045(572)2281（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29年１月６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
〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号
横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター
電話 045(572)2281（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後３時45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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後３時45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
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(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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 15,800,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Hokubudaiichi Wastewater Treatment Plant and Sueyoshi Pumping
Station.
(2) Deadline for the tender: 3:45 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Hokubudaiichi Wastewater Treatment Plant, Environmental
Planning Bureau, City of Yokohama, 2-6-1 Motomiya, Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0004 TEL
045-572-2281
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横浜市調達公告第366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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市環境創造局長
１

大

熊

洋

二

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局北部第一水再生センター北綱島ポンプ場ほか４か所で使用する電力 約5,066,000キロワ
ットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
港北区日吉六丁目14番１号
横浜市環境創造局北部第一水再生センター北綱島ポンプ場
港北区樽町三丁目９番11号
横浜市環境創造局北部第一水再生センター樽町ポンプ場
港北区高田西一丁目８番７号
横浜市環境創造局北部第一水再生センター高田ポンプ場
鶴見区上末吉二丁目19番３号
横浜市環境創造局北部第一水再生センター上末吉ポンプ場
鶴見区矢向一丁目20番４号
横浜市環境創造局北部第一水再生センター江ケ崎ポンプ場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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。
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(3) 提出場所（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号
横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号
横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター
（担当）山室、豊田、石渡 電話 045(572)2281（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29年１月６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
〒230-0004 鶴見区元宮二丁目６番１号
横浜市環境創造局下水道施設部北部第一水再生センター
電話 045(572)2281（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後３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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後３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
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(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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 5,066,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Hokubudaiichi Wastewater Treatment Plant Kitatsunashima
Pumping Station, and other 4 places.
(2) Deadline for the tender: 3:30 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Hokubudaiichi Wastewater Treatment Plant, Environmental
Planning
Bureau, City of Yokohama, 2-6-1 Motomiya, Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0004 TEL 045-572-2281
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横浜市調達公告第367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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市環境創造局長
１

大

熊

洋

二

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局北部第二水再生センター、北部汚泥資源化センター及び資源循環局鶴見工場で使用する
電力 約1,830,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
鶴見区末広町１丁目６番地の８
横浜市環境創造局北部第二水再生センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒230-0045 鶴見区末広町１丁目６番地の８
横浜市環境創造局下水道施設部北部第二水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
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横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒230-0045 鶴見区末広町１丁目６番地の８
横浜市環境創造局下水道施設部北部第二水再生センター
（担当）小澤、羽柴 電話 045(503)0201（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29年１月６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
〒230-0045 鶴見区末広町１丁目６番地の８
横浜市環境創造局下水道施設部北部第二水再生センター
電話 045(503)0201（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午前10時35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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午前10時35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
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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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:Provision of approx. 1,830,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Hokubu-Daini Wastewater Treatment Plant
(2) Deadline for the tender: 10:35 a.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Hokubu-Daini Wastewater Treatment Plant, Environmental
Planning Bureau, City of Yokohama,1-6-8 suehiro-cho,Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0045 TEL
045-503-0201
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横浜市調達公告第368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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市環境創造局長
１

大

熊

洋

二

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局神奈川水再生センター保土ケ谷ポンプ場で使用する電力 約1,710,000キロワットアワー
の供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
保土ケ谷区天王町２丁目43番地
横浜市環境創造局神奈川水再生センター保土ケ谷ポンプ場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地
横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
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横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地
横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センター
（担当）矢倉、伊藤 電話 045(453)2641（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒221-0036 神奈川区千若町１丁目１番地
横浜市環境創造局下水道施設部神奈川水再生センター
電話 045(453)2641（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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後１時50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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後１時50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
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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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 1,710,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Kanagawa Wastewater Treatment Plant Hodogaya Pumping Station
(2) Deadline for the tender: 1:50 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Kanagawa Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama, 1-1 Chiwaka-cho, Kanagawa-ku, Yokohama, 221-0036 TEL 045-4532641
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横浜市調達公告第369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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市環境創造局長
１

大

熊

洋

二

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局南部水再生センター磯子ポンプ場で使用する電力 約2,990,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
磯子区磯子二丁目29番19号
横浜市環境創造局南部水再生センター磯子ポンプ場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒235-0017 磯子区新磯子町39番地
横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒235-0017 磯子区新磯子町39番地
横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター
（担当）白井、米ノ井 電話 045(761)5251（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒235-0017 磯子区新磯子町39番地
横浜市環境創造局下水道施設部南部水再生センター
電話 045(761)5251（直通）
７ 入札及び開札
(1) 入札方法及び入札期間等
入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。
ア 電子入札システムによる入札書の提出
平成29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午後４時35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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午後４時35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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,990,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Nambu Wastewater Treatment Plant Isogo Pumping Station
(2) Deadline for the tender: 4:35 p.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Nambu Wastewater Treatment Plant, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama, 39 Shinisogo-cho, Isogo-ku, Yokohama, 235-0017 TEL 045-761-5251

160

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
横浜市調達公告第370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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市環境創造局長
１

大

熊

洋

二

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
環境創造局南部下水道センター金沢ポンプ場ほか１か所で使用する電力 約2,151,400キロワットア
ワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
ア 金沢区海の公園８番地
横浜市環境創造局南部下水道センター金沢ポンプ場
イ 金沢区六浦四丁目５番１５号
横浜市環境創造局南部下水道センター六浦ポンプ場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒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)
(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）
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(5) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒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）
（担当）久保 電話 045(773)3096（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29年１月６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
〒236-0003 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）
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29年１月23日から平成29年１月25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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月26日午前10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階入札室）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月25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29年１月26日午前10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
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(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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,151,400kWh of electricity consumed
by Yokohama City Nambu Sewerage Center Kanazawa Pumping Station
(2) Deadline for the tender: 10:15 a.m. 26, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Nambu Sewerage Center, Environmental Planning
Bureau, City of Yokohama, 1-17 Sachiura, Kanazawa-ku, Yokohama, 236-0003 TEL 045-773-3096
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横浜市調達公告第 371 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 28 年 12 月６日
契約事務受任者
横浜市資源循環局長
１

尾

仲

富士夫

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
資源循環局鶴見事務所ほか 14 か所で使用する電力 約 2,646,000 キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成 29 年４月１日から平成 30 年３月31日まで
(4) 供給場所
横浜市資源循環局鶴見事務所ほか 14 か所（詳細は、入札説明書による。）
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成 29・30 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガ
ス」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成 28 年 12 月 15 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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市資源循環局家庭系対策部業務課（松村ビル６階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 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
横浜市資源循環局家庭系対策部業務課（松村ビル６階）
髙橋 電話 045(671)2557（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 29 年１月６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
横浜市資源循環局家庭系対策部業務課（松村ビル６階）
電話 045(671)2557（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 午後２時 20 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 29 年１月 23 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 29 年１月 24 日午後２時 20 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最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
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract：Provision of approx. 2,646,000kwh of electricity consumed
by Yokohama City Tsurumi Resources and Waste Collection Office and others 14 places
(2) Deadline for the tender：2：20 p.m. 24 January, 2017 （Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice：Resources and Waste Collection Operation Division,
Household Waste Measures Department, Resources and Waste Recycling Bureau，
City of Yokohama, 1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045(671)2557
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横浜市調達公告第372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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市資源循環局長
１

尾

仲

富士夫

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
神明台第７次排水処理施設ほか４か所で使用する電力 約3,483,100キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
横浜市資源循環局神明台第７次排水処理施設ほか４か所（詳細は入札説明書による）
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガ
ス」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市資源循環局適正処理計画部処分地管理課（松村ビル７階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 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
横浜市資源循環局適正処理計画部処分地管理課（松村ビル７階）
村上 電話045(671)2559（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記載した電磁的記録を含む。以下
同じ。）に虚偽の記載をしたとき。
５ 入札に必要な書類を示す場所等
当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。
６ 入札説明書等の交付方法等
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29年１月６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
横浜市資源循環局適正処理計画部処分地管理課（松村ビル７階）
電話 045(671)2559（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29年１月19日から平成29年１月23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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月24日午後２時40分
(ｲ) 入札場所
〒231-0017 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29年１月23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29年１月24日午後２時40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最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
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 3,483,100kWh of electricity consumed by Yokohama City in Shinmeidai
Landfill Site Leachate Treatment Plant and other 4 places
(2) Deadline for the tender: 2:40 p.m., 24 January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice:
Management of Reclaimed Land for Disposal, Proper Disposal Planning Department, Resources
and Waste Recycling Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minatocho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017,
TEL 045-671-2559
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横浜市調達公告第 373 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 28 年 12 月６日
契約事務受任者
横浜市資源循環局長

尾

仲

富士夫

１ 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
資源循環局保土ケ谷工場で使用する電力 約 4,509,000 キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成 29 年４月１日から平成 30 年３月31日まで
(4) 供給場所
保土ケ谷区狩場町 355 番地
横浜市資源循環局保土ケ谷工場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条
第２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成 29・30 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガ
ス」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成 28 年 12 月 15 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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒224-0064 都筑区平台 27 番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒224-0064 都筑区平台 27 番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
黒沼 電話 045(941)7911（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 29 年１月６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
〒224-0064 都筑区平台 27 番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
電話 045(941)7911（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午後 1 時 20 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 29 年１月 23 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 29 年１月 24 日午後 1 時 20 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ついて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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成 29 年度横浜市各会計予算が平成 29 年３月 31 日までに横浜市議会において可決さ
れた上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract：Provision of approx. 4,509,000kwh of electricity consumed
by Yokohama City Hodogaya Incineration Plant
(2) Deadline for the tender：1：20 p.m. 24 January, 2017(Japan Standard Time)
*For details,see the description of the tender
(3) Language:Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice：Tsuzuki Incineration Plant, Resources and Waste Recycling
Bureau，City of Yokohama,27-1 Hiradai,tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0064, TEL 045(941)7911
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横浜市調達公告第374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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市資源循環局長
１

尾

仲

富士夫

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
資源循環局金沢工場及び環境創造局南部汚泥資源化センターで使用する電力 約9,318,000キロワッ
トアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
横浜市資源循環局金沢工場ほか１か所（詳細は、入札説明書による。）
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒224-0064 都筑区平台27番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
173

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒224-0064 都筑区平台27番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
黒沼 電話045(941)7911（代表）
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29年１月６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
〒224-0064 都筑区平台27番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
電話 045(941)7911（代表）
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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午後１時 40 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 29 年１月 23 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29年１月24日午後１時40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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 9,318,000kWh of electricity consumed
by Kanazawa Incineration Plant and Southern Sludge Recycle Center
(2) Deadline for the tender: １: 40 p.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Tsuzuki Incineration Plant, Resources and Waste Recycling
Bureau, City of Yokohama,27-1 Hiradai, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0064 TEL 045-941-7911
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横浜市調達公告第375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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市資源循環局長
１

尾

仲 富士夫

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
資源循環局都筑工場で使用する電力 約1,225,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
都筑区平台27番１号
横浜市資源循環局都筑工場
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒224-0064 都筑区平台27番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒224-0064 都筑区平台27番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
黒沼 電話045(941)7911（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29年１月６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
〒224-0064 都筑区平台27番１号
横浜市資源循環局適正処理計画部都筑工場
電話045(941)7911（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午後２時
(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 29 年１月 23 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29年１月24日午後２時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代
表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx．1,225,000kwh of electricity consumed
by Yokohama City Tsuzuki Incineration Plant
(2) Deadline for the tender: ２:00 p.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Tsuzuki Incineration Plant ， Resources and Waste Recycling
Bureau, City of Yokohama，27-1 Hiradai, Tsuzuki-ku, Yokohama, 224-0064 TEL 045-941-7911
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横浜市調達公告第376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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市教育次長
１

小

林

力

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市中央図書館で使用する電力 約3,136,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
西区老松町１番地
横浜市中央図書館
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒220-0032 西区老松町１番地（横浜市中央図書館）
横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒220-0032 西区老松町１番地（横浜市中央図書館）
横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課
長嶋 電話045(262)7334（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載した電磁的記録を含む。以下同じ
。）に虚偽の記載をしたとき。
５ 入札に必要な書類を示す場所等
当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲
覧に供する。
６ 入札説明書等の交付方法等
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29年１月６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
〒220-0032 西区老松町１番地
横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課
電話 045(262)7334（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 24 日午前 10 時
(ｲ) 入札場所
西区老松町１番地
横浜市中央図書館１号会議室（５階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成 29 年１月 23 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29年１月24日午前10時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代
表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成28年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Supply of approx. 3,136,000 kWh of electricity for the
Yokohama City Central Library
(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 24, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Project and Operations Division, Yokohama City Central
Library，1 Oimatsu-cho， Nishi-ku， Yokohama， 220-0032 TEL 045(262)7334
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横浜市調達公告第 377 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 28 年 12 月６日
契約事務受任者
横浜市教育次長 小 林

力

１

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市鶴見図書館ほか８館で使用する電力 約 2,235,000 キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで
(4) 供給場所
横浜市鶴見図書館ほか８館（詳細は、入札説明書による。）
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関
係）（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出
することにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有するこ
との確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び
同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成 29・30 年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市
ガス」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。

３

入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名
簿登載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成 28 年 12 月 15 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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒220-0032 西区老松町１番地
横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
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〒220-0032 西区老松町１番地
横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課
佐藤 FAX 045(262)0052
電子メールアドレス ky-libkiun@city.yokohama.jp
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 29 年１月６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
〒220-0032 西区老松町１番地
横浜市教育委員会事務局中央図書館企画運営課
電話 045(262)7334（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 29 年１月 19 日から平成 29 年１月 23 日（休日等を除く毎日午前９時から午後８時ま
で。ただし、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
（ｱ）入札日時
平成 29 年１月 24 日 午前 11 時
(ｲ) 入札場所
西区老松町１番地
横浜市中央図書館１号会議室（５階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成 29 年１月 23 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 29 年１月 24 日午前 11 時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(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最低の価格をもっ
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
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成 29 年度横浜市各会計予算が平成 29 年３月 31 日までに横浜市議会において可
決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Approx. 2,235,000kWh supply of electricity to Yokohama
City Tsurumi Library besides 8 Libraries
(2) Deadline for the tender: 11:00a.m. ,2 4 J a n u a r y , 2017(Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Project and Operations Division ， Yokohama City Central
Library，1 Oimatsu-cho， Nishi-ku， Yokohama， 220-0032 TEL 045(262)7334
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横浜市調達公告第378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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市保土ケ谷区長
１

菅

井

忠

彦

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
保土ケ谷区総合庁舎で使用する電力 約1,060,040キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
保土ケ谷区川辺町２番地９
横浜市保土ケ谷区総合庁舎
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地９
横浜市保土ケ谷区総務部総務課予算調整係
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒240-0001 保土ケ谷区川辺町２番地９
横浜市保土ケ谷区総務部総務課予算調整係
小山 電話045(334)6205（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29年１月６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
横浜市保土ケ谷区総務部総務課予算調整係
電話 045(334)6205（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 29 年１月 17 日から平成 29 年１月 19 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 20 日午後２時
(ｲ) 入札場所
保土ケ谷区川辺町２番地９
横浜市保土ケ谷区総合庁舎２０１会議室（本館２階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成 29 年１月 19 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29年１月20日午後２時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代
表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx.1,060,040kWh of electricity consumed
by Yokohama City Hodogaya Ward Office.
(2) Deadline for the tender: ２:00 p.m. 20, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Hodogaya Ward Office, 2-9 Kawabecho, Hodogaya-ku, Yokohama, 240-0001, TEL 045-334-6205

187

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
横浜市調達公告第379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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市磯子区長
１

小

林

正

幸

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
磯子区総合庁舎で使用する電力 約2,384,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
磯子区磯子三丁目５番１号
横浜市磯子区総合庁舎
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の
「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく平成28年度
の報告書を提出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒235-0016 磯子区磯子三丁目５番１号
横浜市磯子区総務部総務課（磯子区総合庁舎６階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
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横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒235-0016 磯子区磯子三丁目５番１号
横浜市磯子区総務部総務課（磯子区総合庁舎６階）
大村 電話045(750)2313（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒235-0016 磯子区磯子三丁目５番１号
横浜市磯子区総務部総務課（磯子区総合庁舎６階）
電話 045(750)2313（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 29 年１月 17 日から平成 29 年１月 19 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 20 日午前９時
(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 29 年１月 19 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29年１月20日午前９時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第 19 条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代
表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない者
が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
189

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,384,000 kWh of electricity
Consumed by Yokohama City Isogo Ward Office
(2) Deadline for the tender: 9:00 a.m., 20, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General affairs Division, Isogo Ward office ， City of
Yokohama, 3-5-1 Isogo, Isogo-ku, Yokohama,235-0016, TEL045 (750)2313
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横浜市調達公告第380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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市青葉区長
１

小

池

恭

一

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
青葉区総合庁舎で使用する電力 約1,793,300キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
青葉区市ケ尾町31番地４
横浜市青葉区総合庁舎
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒225-0024 青葉区市ケ尾町31番地４
横浜市青葉区総務部総務課予算調整係
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒225-0024 青葉区市ケ尾町31番地４
横浜市青葉区総務部総務課予算調整係
松下 電話045(978)2228（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29年１月６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
〒225-0024 青葉区市ケ尾町31番地４
横浜市青葉区総務部総務課予算調整係
電話 045(978)2228（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 29 年１月 17 日から平成 29 年１月 19 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 20 日午前９時 20 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 29 年１月 19 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29年１月20日午前９時20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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx.1,793,300kwh of electricity consumed
by Yokohama City Aoba Ward Office
(2) Deadline for the tender: 9:20 a.m. 20, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Aoba Ward Office,31-4
Ichigao-cho,Aoba-ku,Yokohama,225-0024 TEL045 (978)2228
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横浜市調達公告第381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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市都筑区長
１

畑

澤

健

一

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
都筑区総合庁舎で使用する電力 約 2,106,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
都筑区茅ケ崎中央32番１号
横浜市都筑区総合庁舎
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15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) 大口電力契約（500kW以上）の実績を有する者であること。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32番１号
横浜市都筑区役所総務部総務課（５階53番窓口）
（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）前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32番１号
横浜市都筑区役所総務部総務課（５階53番窓口）
羽根田 電話045(948)2213（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日、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
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32番１号
横浜市都筑区役所総務部総務課
電話 045(948)2213（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29年１月17日から平成29年１月19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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月20日午後２時
(ｲ) 入札場所
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32番１号
横浜市都筑区役所５階１号会議室
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月19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29年１月20日午後２時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 電子入札システムにより入札書を提出する場合に、横浜市一般競争入札参加資格審査申請における
代 表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札
(5) 運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出していない
者が行った紙による入札
(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
横浜市契約規則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 2,106,000kWh of electricity consumed by Yokohama City Tsuzuki Ward
Office
(2) Deadline for the tender: 2:00p.m., 20 January, 2017(Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Tsuzuki Ward office, City of
Yokohama, 32-1 Chigasaki-chuo, Tsuzuki-ku, Yokohama,224-0032, TEL045 (948)2213
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横浜市調達公告第382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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市戸塚区長
１

田

雑

由紀乃

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
戸塚区総合庁舎で使用する電力 約2,592,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
戸塚区戸塚町16番地17
戸塚区総合庁舎
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒244-0003 戸塚区戸塚町16番地17
横浜市戸塚区総務部総務課
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒244-0003 戸塚区戸塚町16番地17
横浜市戸塚区総務部総務課
磯田 電話 045(866)8306（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29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒244-0003 戸塚区戸塚町16番地17
横浜市戸塚区総務部総務課
電話 045(866)8306（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29年１月17日から平成29年１月19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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月20日午前９時00分
(ｲ) 入札場所
戸塚区戸塚町16番地17
戸塚区総合庁舎大会議室A（８階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月19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29年１月20日午前９時00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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 2,592,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Totsuka Ward Office
(2) Deadline for the tender: ９:00 a.m., 20 January, 2017(Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Totsuka Ward Office,
16-17, Totsuka-cho,Totsuka-ku, Yokohama,244-0003, TEL045-866-8306
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横浜市調達公告第383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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市泉区長 下
１

村

直

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
泉区総合庁舎で使用する電力 約1,669,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
泉区和泉町4,636番地２
横浜市泉区総合庁舎
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成 28 年 12 月 15 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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒245-0016 泉区和泉町4,636番地２
横浜市泉区総務部総務課（３階305窓口）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒245-0016 泉区和泉町4,636番地２
横浜市泉区総務部総務課
齋藤 電話045(800)2314（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29年１月６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
〒245-0016 泉区和泉町4,636番地２
横浜市泉区総務部総務課（３階305窓口）
電話 045(800)2314（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 29 年１月 17 日から平成 29 年１月 19 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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成 29 年１月 20 日午前９時 40 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 29 年１月 19 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29年１月20日午前９時40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最低の価格をもって有効
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な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of Approx. 1,669,000kwh of electricity Consumed
by Yokohama City Izumi Ward Office
(2) Deadline for the tender: 09:40 a.m. 20, January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division,Izumi Ward Office, City of
Yokohama,4636-2 Izumi-cho, Izumi-ku, Yokohama, 245-0016 TEL 045-800-2314
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横浜市調達公告第384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28年12月６日
契約事務受任者
横浜市瀬谷区長 森
１

秀

毅

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
瀬谷区総合庁舎ほか１か所で使用する電力 約1,954,000キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
ア 瀬谷区二ツ橋町190番地
横浜市瀬谷区総合庁舎
イ 瀬谷区二ツ橋町469番地
せやまる・ふれあい館
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でないこと及び同条第
２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190番地
横浜市瀬谷区総務部総務課
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190番地
横浜市瀬谷区総務部総務課
金子 電話045(367)5785（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29年１月６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
〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190番地
横浜市瀬谷区総務部総務課
電話 045(367)5785（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29年１月17日から平成29年１月19日（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。ただし
、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月20日午前10時00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29年１月19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29年１月20日午前10時00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
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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最低の価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract: Provision of approx. 1,954,000kWh of electricity
consumed by Yokohama City Seya Ward Office and other 1 place
(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m., 20 January, 2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, Seya Ward Office,
190 Futatsubashi-cho,Seya-ku, Yokohama,246-0021, TEL 045-367-5785
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水

道 局

水道局調達公告第133号
一般競争入札（工事）の施行
次のとおり「小雀浄水場屋外見学者用トイレ新築工事（その２）」ほか４件の工事について、一般競争
入札を行う。
平成28年12月６日
横浜市水道事業管理者
水道局長 山 隈 隆 弘
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工事請負に関する競争入札取扱要綱（以下「入札取扱要綱」という。）第３条第１
項により定める資格を有する者であること。
(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）（以下「有資格者名簿」という。）に
登載されている者であること。
(3) 横浜市指名停止等措置要綱（以下「指名停止等措置要綱」という。）に基づく指名停止を受けていな
い者であること（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）。
(4) 工事ごとに定める入札参加資格を全て満たす者であること。
なお、用語の定義は、次のとおりとする。
ア 主たる営業所の所在地
有資格者名簿における主たる営業所の所在地が属する行政区をいう。
イ 優良工事表彰事業者
横浜市優良工事施工会社表彰名簿に登載されている者をいう。
ウ 工事成績
工事ごとに入札参加資格として定めた工種に係る工事の横浜市請負工事検査事務取扱要綱第７条、
横浜市水道局請負工事検査事務取扱要綱第８条、横浜市交通局請負工事検査事務取扱要綱第７条及び
横浜市医療局病院経営本部請負工事検査事務取扱要綱第６条に規定する工事完成結果通知書の評定点
（工事ごとに定める期間内に完成した工事が２件以上ある場合は、完成した月が最新月のものを対象
とする。また、最新月に完成した工事が２件以上ある場合は、最高点のものを対象とする。）をいう
。
エ 発注者別評価点（主観点）
平成27・28年度の横浜市入札参加資格審査結果通知書（工事）における工種ごとの発注者別評価点
（主観点）をいう。
オ 横浜型地域貢献企業
横浜型地域貢献企業として認定されている者をいう。
カ 建設機械所有事業者
ブルドーザー、ドーザーショベル、掘削機、モーターグレーダー、トラッククレーン、クローラー
クレーン、油圧式クレーン、クレーン付きトラック、タイヤショベル、振動ローラー又は大型ダンプ
車（車両総重量８ｔ以上又は最大積載量５ｔ以上で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故
の防止等に関する特別措置法」（昭和42年法律第131号）に基づく建設業用としての表示番号（以下
「表示番号」という。）の指定を受けているもの）を所有している者又は長期の賃貸借契約（契約期
間中であり、かつ契約始期から契約終期までが１年以上である賃貸借契約に限る。）をしている者を
いう。
キ 災害協力事業者
災害協力事業者名簿に登載されている者をいう。
(5) ＩＣカードを購入し、電子入札システムにより利用者登録を行った者であること。
(6) その他、詳細については横浜市水道局契約規程、入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負
関係）（以下「運用基準」という。）及び横浜市工事請負等競争入札参加要領（以下「入札参加要領」
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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(12)に定める場合を除く。
(2) 設計図書のダウンロード等
ア 設計図書の購入先・申込期限欄において、「電子図渡しを行う」としている案件（以下「電子図渡
し案件」という。）については、横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードする
こと。
イ 電子図渡し案件以外の案件については、工事ごとに定める期間において、設計図書を購入しなけれ
ばならない。設計図書の購入先及び購入の申込期間は工事ごとに定める。また、工事ごとに定める期
間において、工事担当課において設計図書を閲覧に供する。
ウ 設計図書購入の申込手続については、横浜市のホームページを参照すること。
(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。
３ 入札方法等
(1) 入札期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。
(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また、
郵便による入札は認めない。
(3) 電子入札システムによらない入札参加については、運用基準第７条に定める場合を除き、認めない。
(4) 入札にあたっては、別途指定がある場合を除き、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システ
ムを通じて入札書提出の際に添付すること。工事費内訳書の提出については、運用基準第13条を参照す
ること。また、工事費内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。
なお、工事費内訳書とは、本市が工事ごとに定めた設計書のうち、工事内訳及び中科目別内訳（以下
「中科目別内訳書」という。）又は本工事内訳書（中科目別内訳書又は本工事内訳書がないものは同等
の内訳。以下同じ。）に記載した項目及び数量と一致した項目及び数量が明示されているもので、かつ
、中科目別内訳書又は本工事内訳書よりも詳細な内訳が明示されたものをいう。
(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に
１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の108分の100に相当する金額を入札金額とすること。
(6) 入札の回数は１回とする。
なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札を
不調とする。
(7) 合併入札の場合には、合併の対象となる全ての工事の合計金額を入札金額とすること。
４ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市水道局契約規程第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) 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
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５

入札参加資格の確認及び落札の決定
(1) 開札後、最低制限価格及び予定価格（開札後に公表する場合のみ）を開札済通知により、入札参加者
に通知する。
(2) 工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者
のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札候補者とする。なお、最低の価格をもって入札を行っ
た者が２者以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
(3) 工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続に関する取扱要綱第３条第１項及び第２項に規定する
積算疑義申立て期間終了後、落札候補者名及び落札候補者の入札金額を落札候補（予定）者通知書によ
り入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。
(4) 落札決定を保留した後、 落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。
(5) (4)に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨を通知する。
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した他の者
のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(4) の入札参加資格の確認を行う
。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(6) (4) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類を、落札候
補（予定）者通知書の送付（(5) イの定めにより新たに落札候補者になった者については、その旨を連
絡した日）から翌開庁日の午後５時までの間に財政局契約第一課へ提出し、また確認のために必要な指
示に従わなければならない。上記期間内に書類が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該
落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5) イの手続により落札者を決定する。
(7) (5) イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当
該落札候補者に通知する。
(8) 落札候補（予定）者通知書の送付後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が指名停止等措置要
綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、開札日以降の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で最低制限価格以上の価格を
もって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。
６ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。ただし、工事ごとの注意事項に、入札ボンド制度の試行対象工事であ
る旨の記載がある工事については、入札保証金の納付を求める。この場合、金融機関の入札保証等をも
って入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の
予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の納付等に係る書類の提出期限、場所及び方
法等については、入札保証金の取扱いに係る説明書に定めるほか、工事ごとに定める。
(2) 契約保証金の要否については、工事ごとに定める。
(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、入札参加要領第27条から第29条までの規定による。
７ 契約金の支払方法
(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。
なお、前金払は部分払の回数に含まない。
(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい
て契約金額の10分の４以内の額を支払うとともに、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程第２条
第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、工
事ごとに定める前金払の方法が「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会計年度の出来高予
定額の10分の４以内の額を当該会計年度ごとに支払うとともに、横浜市水道局公共工事の前払金に関す
る規程第２条第３項に規定する認定を受けたときには、追加して、契約で定める各会計年度の出来高予
定額の10分の２以内の額を当該会計年度ごとに支払う。
(3) 工期が複数年度に渡る場合の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当
該会計年度の支払限度額の範囲内で、出来高に応じて行う。
８ その他
(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか否
かは、工事ごとに明示する。
(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結
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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。
(6) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、運用基準第14条第４項に定めるとおりとする。
(7) 落札候補（予定）者通知書の送付後、次のいずれかに該当するときは、指名停止等措置要綱第２条第
１項の規定により、指名停止を行う。
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
ただし、落札候補者等となった入札（政府調達協定の対象となるものを除く。）の開札日から落札
候補（予定）者通知日までの間に、他の本市発注工事の入札の落札候補者等となったことにより、落
札候補（予定）者通知日の翌開庁日午後５時までに、落札者となることを辞退した場合は、指名停止
に該当しない（一般競争入札（条件付）における資格確認書類を既に提出している場合を除く。）。
この場合、辞退は、入札公告又は指名通知書に定める開札予定日時が最も遅いものから順に行わなけ
ればならない。
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
3,500万円（工種「建築」の工事請負契約の場合は7,000万円）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3,500万円未満であるとき。
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7,000万円未満であるとき。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3,500万円未満であること。
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3,500万円（工種「建築」の場合は7,000万円）以上となった工事請負契約につい
ては、現場代理人の他の工事との兼任を認めないものとする。
(10) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、平成27・28年度の横浜
市入札参加資格審査結果（変更届を提出した場合は、審査が完了し、資格審査申請システムに登録され
ているもの。）における当該工事と同工種の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定
価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高
請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。））の８
割に満たない者は、入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する
こと。なお、同号において変更届の提出期限の定めがあるので併せて留意すること。
(11) (8)の適格性の審査にあたり、落札候補（予定）者通知書の送付日において、指名停止を受けてい
る者（ただし、開札日以降の軽微な事由による指名停止を除く。）は、入札取扱要綱第25条第１項第１
号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。
(12)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、当該工事と同一管内かつ同種
の工事（以下「同種の管内一円工事」という。）を契約している者（落札決定通知書の送付を受けてい
るときを含む。）は、入札取扱要綱第25条第１項第12号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意す
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ること。この場合において同種の管内一円工事とは、同一工事件名（ただし、その○○や○○‐○など
の通し番号は除く。）のものをいう。なお、請負工事検査事務取扱規程第２条の２第１号に規定する完
成検査、水道局検査規程第３条第１号に規定する完成検査及び交通局検査規程第３条第１号に規定する
完成検査が、審査基準日の前日までに完了している場合は含まないものとする。
(13) 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。
(14) 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、横浜市水道局公共工事の
前払金に関する規程、入札取扱要綱、運用基準、入札参加要領及び入札保証金の取扱いに係る説明書等
に定めるところによるものとする。
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契約番号

１６５２０１０３６５

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

小雀浄水場屋外見学者用トイレ新築工事（その２）
戸塚区小雀町２４７０番地
ＲＣ造、平屋建、延床面積２３．４ｍ２ ほか

工事概要
工期
予定価格

２０，９９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

建築

格付等級

【建築：Ｂ又はＣ】

登録細目

【建築：建築工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ５月２９日まで

技術者

市内
建築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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時４１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

注意事項

工事担当課
契約事務担当課

契約保証

要求
該当しない

（１）入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書
の作成及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性
の審査について、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので
留意すること。
（２）本件工事は、入札の不調による再度の発注である。

水道局建設課

電話

０４５－３３７－０８４４

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６５２０１０３６８

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

錦橋ほか２か所水管橋防食工事
中区かもめ町１番地先ほか２か所
水管橋防食工一式、仮設吊足場工一式 ほか

工事概要
工期
予定価格

１４，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

塗装

格付等級

-

登録細目

【塗装：橋梁塗装工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

市内
塗装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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１５日（木）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２０日（火）午前 １０時５１分
前金払

する（一括）

部分払

しない

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

契約保証

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

水道局中村水道事務所

電話

０４５－２５２－９００１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６５２０１０３６２

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

横浜水道記念館ほか５か所電気設備修繕工事
保土ケ谷区川島町５２２番地ほか５か所
電気設備修繕工一式 ほか

工事概要
工期
予定価格

２，０６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気

格付等級

【電気：Ｂ】

登録細目

【電気：電気設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
電気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。
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、保土ケ谷区、金沢区、港北区、青葉
区、戸塚区、栄区、泉区又は瀬谷区内のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 ９時４７分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

水道局建設課

電話

０４５－３３７－０８４４

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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契約番号

１６５２０１０３６１

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

西谷浄水場排水処理正門監視装置更新工事
保土ケ谷区川島町５２２番地
監視カメラ設置工１台、監視モニター設置工１台

ほか

工事概要
工期
予定価格

６，５８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

電気通信

格付等級

-

登録細目

【電気通信：放送設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで

技術者

市内
電気通信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。
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。

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時０３分
前金払

する（一括）

部分払

しない

契約保証

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

要求
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課

水道局西谷浄水場

電話

０４５－３７１－５３３５

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

１６５２０１０３６７

入札方法

電子入札による

工事件名
施工場所

青葉水道事務所２階女性用便所改修工事
青葉区大場町４１番地１
給排水衛生設備工一式 ほか

工事概要
工期
予定価格

７８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

調査基準価格

-

最低制限価格

開札後に公表（最低制限価格制度適用）

登録工種

管

格付等級

【管：Ｂ】

登録細目

【管：給排水衛生設備工事】

所在地区分
企業規模
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から６０日間

技術者

その他

提出書類

設計図書の購入先・申込期限

入札期間
開札予定日時
支払い条件

市内
中小企業
管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。
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、港北区、緑区、青葉区又は都筑区内
のいずれかであること。
（２）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、直接的かつ恒常的な
雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間経過している者であること。
（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）

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。
平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 ５時００分まで
平成２８年１２月２１日（水）午前 １０時１１分
前金払

しない

部分払

しない

契約保証

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

免除
該当しない

入札参加にあたっては、公告本文の記載事項を確認すること。特に、工事費内訳書の作成
及び提出、現場代理人の工事現場への常駐並びに最高請負実績額に係る適格性の審査につ
いて、公告本文（３（４）、８（９）及び８（１０））に記載があるので留意すること。
注意事項

工事担当課
契約事務担当課

水道局青葉水道事務所

電話

０４５－９７４－２３３１

財政局契約第一課

電話

０４５－６７１－２２４４、２２４６
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水道局調達公告第134号
一般競争入札（物品・委託等）の施行
次のとおり、「小型消火栓 30 基ほか」の契約について、一般競争入札を行う。
平成28年12月６日
横浜市水道事業管理者
水道局長 山 隈 隆 弘
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水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、
横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定め
るところによる。
２ 入札参加手続等
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。
(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。
３ 設計図書の交付等
(1) 設計図書の交付
設計図書の交付については契約ごとに定める。
(2) 設計図書に関する質問及び回答
ア 質問の締切日時及び方法
別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律
（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」
という。）を含まないものとして計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウン
ロード可能。）を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契
約第二課へ提出すること。
イ 質問に対する回答
別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、休日等を含まないものとして計算す
ることとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。
４ 入札方法等
(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。
(2) 入札参加者は、定められた期間内（休日等を除く。）において、電子入札システムにより入札書を
提出すること。また、郵便による入札は認めない。
(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合
を除き、認めない。
(4) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の1 0 0分の８に相当する額
を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落
札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の1 0 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。
(5) 入札の回数は２回までとする。
(6) 合併入札の場合には、金額は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) 横浜市水道局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当
する入札
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札
(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における
、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札
(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお
いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札
(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行
った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札
(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同
組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札
(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを
用いて行った入札
６ 入札参加資格の確認及び落札の決定
開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。
なお、最低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で最低
制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、種目「不用品買受」に係る契約については「予
定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「最低」は「最高」と、読み替えるものとする。
(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって
入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号ま
で、第11号及び第12号に定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるか
を確認するものとする。
(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。
ア 当該入札者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札候補者とし、
入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。
イ 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効とする
。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした者に
ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す
。
(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ
るときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について
、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条
第７号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを
確認するものとする。
(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨を通知する。
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした
者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す
。
(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者
がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは
再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無
効の入札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最低制限価格未満の入札をした者の入札は認
めない。
(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと
に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め
た日）の２日後(ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電子
メール（送信先アドレスは「za-joukenshorui@city.yokohama.jp」）により契約第二課へ提出し、また
217

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
、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指名停止等措置要綱第２条第１項、第３
条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による指名停止を除く。）には、その者を落札者と
せず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を
新たに落札候補者とする。
７ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。
８ 契約金の支払方法
(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。
(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合
の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長
期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。
９ その他
(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この
場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。
(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。
(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条
第４項に定めるとおりとする。
(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止
を行う。
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合
(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23
条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され
た場合は、落札者として決定しないものとする。
(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降
において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又
は解除することができるものとする。
(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市水道局契約規程、横浜市物品・委託等に関す
る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札
参加者要領等に定めるところによるものとする。
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契約番号

１６５２０２０３２７

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

小型消火栓 ３０基ほか
水道局青葉水道事務所

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

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

水道用品
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【水道用品 市内：順位問わず】
中小企業
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

水道局青葉水道事務所
財政局契約第二課
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水道局調達公告第 135 号
一般競争入札（水道局経理課契約分）の施行
次のとおり、「境川水路橋耐震補強工事に伴う測量業務委託」の契約について、一般競争入札を行う。
平成28年12月６日
横浜市水道事業管理者
水道局長 山 隈 隆 弘
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（設計・測量等関係）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) 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。ただし、第９項第５号に定める場合を
除く。
(2) 前項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1 7 8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）を経理課へ持参又はファクス（ファクス番号045-663-6732）により提出すること。
イ 質問に対する回答
別途指定がある場合を除き入札日の４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) 入札及び開札日時については、契約ごとに定める。
(2) 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。
(3) 入札の回数は２回までとする。
(4) 合併入札の場合には、件名は全件名、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) 第１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) 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
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、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
６ 入札参加資格の確認及び落札の決定
開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。
なお、最低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で最低
制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。
(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって
入札を行った者を落札候補者とし、入札参加者に当該落札候補者名及び当該価格を通知し、落札の決
定は保留する。
(2) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２人以上
あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。
(3) 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。
(4) 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、
その旨を通知する。
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効
とする。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札を
した者を新たに落札候補者とし、前号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。
(5) 第１号において落札候補者となる者がないとき又は前号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第１号から前号までの手
続は同様とする。なお、すでに無効の入札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最低制限
価格未満の入札をした者の入札は認めない。
(6) 第３号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（第４号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
までに経理課へ持参し、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
いものとし、第４号イの手続により落札者を決定する。
(7) 第４号イの手続により、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) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市指名停止等措置要綱第２条第１項、第
３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による指名停止を除く。）には、その者を落札
者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札し
た者を新たに落札候補者とする。
７ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。
８ 契約金の支払方法
(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。
(2) 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
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の場合、契約書の作成は落札者が行うものとし、当該契約書の作成費用は落札者が負担するものとす
る。
(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある
。
(3) 開札後、次のいずれかに該当するときは、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、第６項第６号に定める書類の提出をしない場合
(4) 第６項第３号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。
(5) 共同企業体による入札を行う場合は、提出書類のうち共同企業体協定書兼委任状を入札日時までに
到着するよう経理課あての書留郵便により郵送又は経理課まで持参しなければならない。
(6) 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。

222

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
契約番号

１６５２０３５４２５

入札方法

入札書の持参による 一般競争（条件付）

件名
納入／履行場所

境川水路橋耐震補強工事に伴う測量業務委託
藤沢市西俣野２５９１番地から横浜市戸塚区東俣野町７１２番地まで
基準点測量一式、路線測量一式、用地測量一式

概要
納入／履行期間等
調査基準価格

-

最低制限価格

最低制限価格制度適用

種目

入
札
参
加
資
格

契約締結の日から平成３０年 ３月１５日まで

測量

格付等級

-

登録細目

【測量：地上測量】

所在地区分・順位
企業規模

【測量 市内：第１位のみ】
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。

入札及び開札日時

平成２８年１２月２２日（木）午前 １０時００分

入札及び開札場所

中区山下町２３番地 日土地山下町ビル１０階

支払条件

前金払

する（一括）

水道局大会議室

部分払

しない

契約保証

免除

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、設計図書に関する質問及
び回答について、公告本文第３項第２号に記載があるので留意すること。
注意事項

発注担当課

水道局建設課

電話

０４５－３３１－５５６０

契約事務担当課

水道局経理課

電話

０４５－６３３－０１５１
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交
交通局調達公告第107号
一般競争入札（物品・委託等）の施行
次のとおり、「サイトマスタ（アンリツ）
う。
平成28年12月６日

通 局
１台ほか

同等品可」の契約について、一般競争入札を行

横浜市交通事業管理者
交通局長 加 賀 生

雄
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交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱、
横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札参加者要領等に定め
るところによる。
２ 入札参加手続等
(1) 入札に参加するための事前の入札参加申請手続は要しない。
(2) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。
３ 設計図書の交付等
(1) 設計図書の交付
設計図書の交付については契約ごとに定める。
(2) 設計図書に関する質問及び回答
ア 質問の締切日時及び方法
別途指定がある場合を除き公告日の３日後（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律
（昭和23年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」
という。）を含まないものとして計算することとする。）の午後４時までに、質問書（書式はダウン
ロード可能。）を電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契
約第二課へ提出すること。
イ 質問に対する回答
別途指定がある場合を除き入札期間の初日の２日前(ただし、休日等を含まないものとして計算す
ることとする。)の午後１時までに発注情報詳細の「添付文書」欄において行う。
４ 入札方法等
(1) 入札の期間及び開札予定日時については、契約ごとに定める。
(2) 入札参加者は、定められた期間内（休日等を除く。）において、電子入札システムにより入札書を
提出すること。また、郵便による入札は認めない。
(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第７条に定める場合
を除き、認めない。
(4) 落札決定にあたっては、別途指定がある場合を除き入札金額に当該金額の1 0 0分の８に相当する額
を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落
札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の1 0 8分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。
(5) 入札の回数は２回までとする。
１
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(6) 合併入札の場合には、金額はすべての契約の合計金額を記載すること。
５ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当
する入札
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札
(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における
、当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札
(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件にお
いて入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札
(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行
った場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札
(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同
組合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札
(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを
用いて行った入札
６ 入札参加資格の確認及び落札の決定
開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。
なお、最低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で最低
制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、種目「不用品買受」に係る契約については「予
定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「最低」は「最高」と、読み替えるものとする。
(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって
入札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号ま
で、第11号及び第12号に定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるか
を確認するものとする。
(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。
ア 当該入札者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札候補者とし、
入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。
イ 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効とする
。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした者に
ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す
。
(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ
るときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について
、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条
第７号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを
確認するものとする。
(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨を通知する。
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした
者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す
。
(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者
がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは
再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無
効の入札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最低制限価格未満の入札をした者の入札は認
めない。
(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと
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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指名停止等措置要綱第２条第１項、第３
条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による指名停止を除く。）には、その者を落札者と
せず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を
新たに落札候補者とする。
７ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。
８ 契約金の支払方法
(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。
(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合
の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長
期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。
９ その他
(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この
場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。
(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。
(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条
第４項に定めるとおりとする。
(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止
を行う。
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合
(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23
条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され
た場合は、落札者として決定しないものとする。
(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降
において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又
は解除することができるものとする。
(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関す
る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札
参加者要領等に定めるところによるものとする。
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契約番号

１６５３０２０３２６

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

サイトマスタ（アンリツ） １台ほか 同等品可
交通局電気課

概要
納入／履行期間等

契約締結の日から平成２９年 ３月２４日まで

調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級

理化学機械器具
-

登録細目
入
札
参
加
資
格

所在地区分・順位
企業規模

その他

【理化学機械器具

市内：第３位まで】

中小企業
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

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）

提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月１９日（月）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

平成２８年１２月１９日（月）午後 １時０５分
前金払

しない

部分払

しない

契約保証

免除

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）。

交通局電気課
財政局契約第二課
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交通局調達公告第108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28年12月６日
横浜市交通事業管理者
交通局長 加 賀 生
１

雄

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市高速鉄道１・３号線で使用する電力 約107,967,298キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
横浜市高速鉄道１・３号線電気鉄道事業区域内
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。）第２条にお
い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。以下「契約規則」という。）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29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
斉藤 電話 045(326)3807（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29年１月６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（以下「休日等」という。）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
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
電話 045(326)3807（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29年１月19日から平成29年１月23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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月24日午前９時30分
(ｲ) 入札場所
西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局会議室（横浜花咲ビル７階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月23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29年１月24日午前９時30分
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第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
契約規程第２条において準用する契約規則第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
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で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 107,967,298kWh of electricity consumed by Yokohama Municipal Subway
Line 1 and Line 3
(2) Deadline for the tender: 9:30 a.m., 24 January, 2017(Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Management Planning Division, Transportation Bureau, City
of Yokohama, 6-145 Hanasaki-cho, Nishi-ku, Yokohama, 220-0022 TEL 045(326)3807
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交通局調達公告第109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28年12月６日
横浜市交通事業管理者
交通局長 加 賀 生
１

雄

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市高速鉄道４号線で使用する電力 約21,960,228キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
横浜市高速鉄道４号線電気鉄道事業区域内
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。）第２条にお
い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。以下「契約規則」という。）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29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
斉藤 電話 045(326)3807（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29年１月６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（以下「休日等」という。）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
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
電話 045(326)3807（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29年１月19日から平成29年１月23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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月24日午前10時
(ｲ) 入札場所
西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局会議室（横浜花咲ビル７階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月23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29年１月24日午前10時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第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
契約規程第２条において準用する契約規則第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
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で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 21,960,228kWh of electricity consumed by Yokohama Municipal Subway
Line 4
(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m., 24 January, 2017(Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Management Planning Division, Transportation Bureau, City
of Yokohama, 6-145 Hanasaki-cho, Nishi-ku, Yokohama, 220-0022 TEL 045(326)3807
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交通局調達公告第110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28年12月６日
横浜市交通事業管理者
交通局長 加 賀 生
１

雄

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市交通局保土ケ谷営業所ほか９か所で使用する電力 約2,214,353キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
交通局保土ケ谷営業所ほか（詳細は、入札説明書による。）
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
(6) その他
本案件は、電子入札案件である。詳細については、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）
（以下「運用基準」という。）に定めるところによること。
なお、運用基準に定める「横浜市電子入札における紙入札参加届出書（第１号様式）」を提出する
ことにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市交通局契約規程（平成20年３月交通局規程第11号。以下「契約規程」という。）第２条にお
い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。以下「契約規則」という。）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29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
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(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
村田 電話 045(326)3807（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29年１月６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（以下「休日等」という。）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
〒220-0022 西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局総務部経営企画課契約会計管理係（横浜花咲ビル７階）
電話 045(326)3807（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29年１月19日から平成29年１月23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、最終日は午後５時まで）
イ 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月24日午前９時
(ｲ) 入札場所
西区花咲町６丁目145番地
横浜市交通局会議室（横浜花咲ビル７階）
ウ 郵送による入札書の提出
平成29年１月23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29年１月24日午前９時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 契約規程第２条において準用する契約規則第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
契約規程第２条において準用する契約規則第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
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で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 2,214,353kWh of electricity consumed by Yokohama City Transportation
Bureau Hodogaya depot and other 9 depots
(2) Deadline for the tender: 9:00 a.m., 24 January, 2017(Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: Management Planning Division, Transportation Bureau, City
of Yokohama, 6-145 Hanasaki-cho, Nishi-ku, Yokohama, 220-0022 TEL 045(326)3807
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交通局調達公告第 111 号
一般競争入札（交通局経営企画課契約分）の施行
次のとおり、「使用済自動車（小型乗用自家用車990CC）１台ほかの売払」の契約について、一般競争入
札を行う。
平成28年12月６日
横浜市交通事業管理者
交通局長 加 賀 生 雄
１ 入札参加資格
入札参加者は、開札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ
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「kt-keiyaku@city.yokohama.jp」）により交通局
経営企画課へ提出すること。
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。
(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) 横浜市交通局契約規程第２条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則第19条の規定に該当す
る入札
(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状の提出をしない者が行った入札
(4) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員が同一の案件において入札を行った場合における、
当該共同企業体が行った入札及び当該構成員が行った入札
(5) 共同企業体と当該共同企業体のいずれかの構成員を構成員とする他の共同企業体が同一の案件におい
て入札を行った場合、これらの共同企業体が行った入札
(6) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が同一の案件において入札を行っ
た場合における、当該中小企業等協同組合が行った入札及び当該組合員が行った入札
(7) 中小企業等協同組合と当該中小企業等協同組合のいずれかの組合員が加入する他の中小企業等協同組
合が同一の案件において入札を行った場合、これらの中小企業等協同組合が行った入札
(8) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請における代表者又は受任者以外の名義人によるＩＣカードを用
いて行った入札
６ 入札参加資格の確認及び落札の決定
開札後、次の手続により入札参加資格の確認及び落札の決定を行う。
なお、最低制限価格制度適用案件においては、「予定価格以下の価格」は「予定価格以下の価格で最低
制限価格以上の価格」と、読み替えるものとする。また、種目「不用品買受」に係る契約については「予
定価格以下の価格」は「予定価格以上の価格」と、「最低」は「最高」と、読み替えるものとする。
(1) 開札後、契約ごとに定める予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入
札を行った者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条第１号から第６号までに
定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを確認するものとする。
(2) 前号の規定により確認を行った者の取扱いは、次のいずれかによるものとする。
ア 当該入札者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札候補者とし、
入札参加者にその旨を通知し、落札の決定は保留する。
イ 当該入札者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効とする
。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした者に
ついて、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札候補者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(3) 予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者が２人以上あ
るときは、(1)の入札参加資格の確認を行った上で、入札参加資格を満たすことを確認した者について
、電子くじにより落札候補者を決定するものとする。
(4) 落札決定を保留した後、落札候補者について、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第21条
第７号から第10号までに定める事項のうち、当該契約ごとに定める入札参加資格を満たす者であるかを
確認するものとする。
(5) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。
ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし、
入札参加者にその旨を通知する。
イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効と
する。この場合、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札をした
者について、(1)の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(6) (1)において予定価格以下の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者
がないとき若しくは(2)イ又は(5)イにおいて予定価格以下の価格をもって入札した者が他にないときは
再度の入札を行うこととし、この場合においても(1)から(5)までの手続は同様とする。なお、すでに無
効の入札をした者及び最低制限価格制度適用案件において最低制限価格未満の入札をした者の入札は認
めない。
(7) (4)の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、別途指定のある場合を除き、契約ごと
に定める提出書類等を、開札日（(2)イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求め
た日）の２日後(ただし、休日等を含まないものとして計算することとする。）の午後５時までに電子
メール（送信先アドレスは「kt-keiyaku@city.yokohama.jp」）により交通局経営企画課へ提出し、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
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札者を決定する。
(8) (5)イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して、当
該落札候補者に通知する。
(9) 開札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市指名停止等措置要綱第２条第１項、第３
条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）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最低の価格をもって入札した者を
新たに落札候補者とする。
７ 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金はこれを免除する。
(2) 契約保証金の有無については契約ごとに定める。
８ 契約金の支払方法
(1) 部分払の有無及び回数は、契約ごとに定める。
(2) 長期継続契約、継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、契約ごとに明示する。この場合
の契約金の支払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額（長
期継続契約については支払予定額）の範囲内で、履行済部分に応じて行う。
９ その他
(1) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。この
場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。
(2) 必要と認めるときは入札を延期（入札期間の延長を含む。）し、中止し、又は取り消すことがある。
(3) 本市の都合により、開札日時を変更する場合、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）第13条
第４項に定めるとおりとする。
(4) 開札後、次のいずれかに該当するときは、横浜市指名停止等措置要綱第２条の規定により、指名停止
を行う。
ア 落札候補者となった者が、正当な理由なく落札者となることを辞退した場合
イ 落札候補者となった者が、６(7)に定める書類の提出をしない場合
(5) ６(1)及び(4)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第23
条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該契約の相手方としての適格性に欠ける者と認定され
た場合は、落札者として決定しないものとする。
(6) 地方自治法第234条の３に規定する長期継続契約である場合、契約締結日の属する年度の翌年度以降
において、当該契約に係る本市の歳出予算が減額又は削減されたときは、本市は当該契約を変更し、又
は解除することができるものとする。
(7) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市物品・委託等に関す
る競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（物品・委託等関係）及び横浜市物品・委託等競争入札
参加者要領等に定めるところによるものとする。
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契約番号

１６５３０５５０６１

入札方法

電子入札による

件名
納入／履行場所

一般競争（条件付）

使用済自動車（小型乗用自家用車９９０ＣＣ）１台ほかの売払
交通局新羽保守管理所

概要
納入／履行期間等
調査基準価格

-

最低制限価格

-

種目
格付等級
登録細目
入
札
参
加
資
格

契約締結の日から３０日間

所在地区分・順位
企業規模

その他

不用品買受
【不用品買受：中古自動車又は鉄くず、非鉄金属くず】
【不用品買受 市内：第３位まで】
中小企業
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
。

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
提出書類

設計図書

電子図渡しを行う。
横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。

入札期間

平成２８年１２月１６日（金）午前 ９時００分から
平成２８年１２月２０日（火）午後 １時００分まで

開札予定日時
支払い条件

注意事項

発注担当課
契約事務担当課

平成２８年１２月２０日（火）午後 １時１０分
前金払

しない

部分払

しない

契約保証

免除

①本案件の契約担当局は交通局です。電子入札システムの「契約担当局選択画面」では、
必ず「交通局」を選択してログインしてください。
②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。
③上記「支払い条件」は横浜市交通事業管理者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。

交通局新羽保守管理所

電話

０４５－５４２－０１２６

交通局経営企画課

電話

０４５－３２６－３８０７
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医療局病院経営本部
医療局病院経営本部調達公告第10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28年12月６日
横浜市病院事業管理者 髙 橋 俊 毅
競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市立市民病院で使用する電力 約8,729,700キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
横浜市保土ケ谷区岡沢町56番地
横浜市立市民病院
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの
確認を受けなければならない。
(1) 横浜市医療局病院経営本部契約規程（平成17年３月病院経営局規程第32号）第３条第１項に掲げる
者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市医療局病院経営本部指名停
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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登
載手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町56番地
横浜市立市民病院管理部総務課
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町56番地
横浜市立市民病院管理部総務課
大西、中嶋（康）
電話045(331)1210 内線4606
１

241

横浜市報調達公告版
第95号 平成28年12月６日発行
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
横浜市医療局病院経営本部ホームページ入札・契約情報からダウンロード可能。
（http://www.city.yokohama.lg.jp/byoin/nyusatsu/）
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29年１月６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
〒240-8555 保土ケ谷区岡沢町56番地
横浜市立市民病院管理部総務課
電話 045(331)1210 内線4606
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29年１月24日午前11時
(ｲ) 入札場所
保土ケ谷区岡沢町56番地
横浜市立市民病院管理棟１階会議室
イ 郵送による入札書の提出
平成29年１月23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29年１月24日午前11時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市医療局病院経営本部契約規程第24条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
横浜市医療局病院経営本部契約規程第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
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日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市病院事業会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可
決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx. 8,729,700 kWh of electricity consumed by Yokohama Citizens Hospital
(2) Deadline for the tender: 11:00 a.m.,24 January 2017(Japan Standard Time)
*For details, see the description of the tender
(3) Language:Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice: General Affairs Division, M e d i c a l c a r e B u r e a u
H o s p i t a l Administration H e a d q u a r t e r s , Yokohama Citizens Hospital, 56 Okazawa-cho,
Hodogaya-ku, Yokohama, 240-8555 TEL 045 (331) 1210
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医療局病院経営本部調達公告第11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28年12月６日
横浜市病院事業管理者
１

髙

橋

俊

毅

競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
横浜市立脳卒中・神経脊椎センターで使用する電力 約4,275,300キロワットアワーの供給
(2) 供給内容
入札説明書による。
(3) 供給期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 供給場所
磯子区滝頭一丁目２番１号
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
(5) 入札方法
この入札は、第１号に掲げる概算数量の総価により行う。
２ 入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、入札参加資格を有することの確
認を受けなければならない。
(1) 横浜市医療局病院経営本部契約規程第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29・30年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「電力・都市ガス
」の「細目Ａ 電力供給」に登録が認められている者であること。
(3) 平成28年12月15日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市医療局病院経営本部指名停
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。
(5) 横浜型グリーン電力入札に関する要綱（平成18年11月22日制定）第２条第２項に基づく報告書を提
出している者であること。
３ 入札参加の手続
当該入札に参加しようとする者（前項第２号に規定する登録のない者で、入札説明書に定める名簿登載
手続を行うものを含む。）は、次のとおり入札参加資格の確認申請を行わなければならない。
(1) 申請期限
平成28年12月15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（前項第２号及び第５号に掲げるものを除く。）
〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課
(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) 前項第５号に規定する報告書に係る書類の提出場所
〒231-0017 中区港町１丁目１番地
横浜市環境創造局環境エネルギー課（関内中央ビル６階）
(6) 契約条項等に関する問い合わせ先
〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課
本橋・長澤 電話 045(753)2615（直通）
４ 入札参加資格の喪失
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入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当
するときは、当該入札に参加することができない。
(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 入札説明書に定める提出書類（当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ
。）に虚偽の記載をしたとき。
５ 入札に必要な書類を示す場所等
当該契約に係る入札説明書等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から開札日まで閲覧
に供する。
６ 入札説明書等の交付方法等
横浜市医療局病院経営本部ホームページ入札・契約情報からダウンロード可能。
（http://www.city.yokohama.lg.jp/byoin/nyusatsu/nou-list.html）
また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。
(1) 貸出期間
公告日から平成29年１月６日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23
年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日まで（以下「休日等」という。）
を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
(2) 貸出場所
〒235-0012 磯子区滝頭一丁目２番１号
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター管理部総務課
電話 045(753)2615（直通）
７ 入札及び開札
(1) 入札方法及び入札期間等
入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札書を提出すること。
ア 持参による入札書の提出
(ｱ) 入札日時
平成29年１月24日午前10時
(ｲ) 入札場所
磯子区滝頭一丁目２番１号
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター２階会議室
イ 郵送による入札書の提出
平成29年１月23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29年１月24日午前10時
８ 入札の無効
次の入札は、無効とする。
(1) 横浜市医療局病院経営本部契約規程第24条の規定に該当する入札
(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札
(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札
(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札
９ 落札者の決定
横浜市医療局病院経営本部契約規程第17条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
10 入札保証金及び契約保証金
いずれも免除する。
11 契約金の支払方法
(1) 前金払
行わない。
(2) 契約金の支払方法
１か月間の使用分について、検査終了後、その１か月分をまとめた請求により支払う。
12 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
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(2) 契約書作成の要否
要する。
(3) 契約の条件
この契約は、平成29年度横浜市病院事業会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可
決された上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとする。
(4) 詳細は、入札説明書による。
13 Summary
(1) Subject matter of the contract:
Provision of approx ． 4,275,300 kwh of electricity consumed by Yokohama Brain and Spine
Center
(2) Deadline for the tender: 10:00 a.m. 24，January，2017 (Japan Standard Time）
*For details, see the description of the tender
(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures
(4) Contact point for the notice:
Management Division ， Yokohama Brain and Spine Center ， 1-2-1 Takigashira ， Isogo-ku ，
Yokohama，235-0012 TEL 045(753)2615
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そ

の 他

特定調達契約に係る公募型プロポーザル手続の開始
次のとおり提案書の招請を行う
平成28年12月６日
契約事務受任者
横浜市市民局長

西 山 雄 二
公募型プロポーザルに付する事項
(1) 件名及び数量
証明発行システム構築業務委託 一式
(2) 業務内容
提案書作成要領による。
(3) 履行期間
証明発行システム構築業務
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
(4) 履行場所
横浜市市民局窓口サービス課 ほか（詳細は、提案書作成要領による。）
２ 提案書の提出者の資格
本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件を参加意向申出書の提出時点で全て満たし、
かつ、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 29・30 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」の「細目Ａ システム開発・保守・運用」に登録が認められている者であること。ただし、参加
意向申出書を提出した時点で、上記種目について申し込み中であり受託候補者を特定する期日までに
登録が完了する場合はこの限りではない。
(3) プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託候補者特定の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) 平成28年12月15日時点で有効な次の２つの認証資格を取得していること。
ア 「プライバシーマーク」
※一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定する「プライバシーマーク」
イ 「情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ／ＩＣＥ２７００１）」
３ 参加表明の手続
当該プロポーザル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、提案書作成要領に定
める名簿登載手続を行う者を含む。）は、次のとおり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28年12月15日午後５時
(2) 提出書類、提出方法及び提出部課
提案書作成要領による。
(3) 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）
(4) 契約条項等に関する問合せ先
横浜市市民局窓口サービス課
土屋、下横 電話 045(671)4330（直通）
４ 提案書の提出者の資格の喪失
提案書の提出者の資格確認結果の通知後、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、当該プロポーザル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) 提案書作成要領に定める提出書類（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。
１
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５

提案書の提出に必要な書類を示す場所等
本招請に係る提案書作成要領等は、次項第２号に掲げる部課において、この公告の日から提案書提出期
限の日まで閲覧に供する。
６ 提案書作成要領等の交付方法等
横浜市市民局区政支援部窓口サービス課ホームページよりダウンロード可能。
(http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/madoguchi/)
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29年１月４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
横浜市市民局区政支援部窓口サービス課（VORT横浜関内Ⅱビル７階）
電話 045(671)4330（直通）
７ 提案書の提出部課及び提出期限
(1) 提出部課
横浜市市民局区政支援部窓口サービス課（VORT横浜関内Ⅱビル７階）
(2) 提出期限
平成29年１月26日午後５時まで
８ 提案書の無効
次の提案書は、無効とする。
(1) 第２項に定める提出者の資格を満たさない者が提出した提案書
(2) 提案書作成要領に定める提出書類に虚偽の記載をした者が提出した提案書
(3) 第７項第２号に定める日時までに提出されない又は到着しない提案書
９ 提案書の特定のための評価基準
(1) 提案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリング
提案書の提出者に対して、提案書の内容について個別にプレゼンテーションを求め、ヒアリング（横
浜市への提案書内容についての説明及び質疑応答）を行う。
(2) 提案書の特定のための評価基準
提案書の特定は、次の基準により総合的に評価のうえ行う。
なお、特定作業において、全ての提案書が横浜市の要求を満たさないものであると判断したときは、
提案書の特定を行わないことがある。
ア 基本的事項（会社概要等）
イ システム要件
ウ 構築計画等
エ 運用保守
10 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) 経費負担
提案書の提出にかかる一切の経費は提案者の負担とする。
(3) 提出された提案書の取扱い
横浜市に提出された提案書は返却しない。
(4) 運用保守業務委託契約
本件委託に直接関連する運用保守業務委託契約を、本件委託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。
なお、運用保守についても評価の対象とする。
(5) 契約締結の交渉
特定した受託候補者に対して、当該業務に係る契約締結の交渉を行う。
(6) 詳細は提案書作成要領による。
(7) 停止条件
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この契約は、平成29年度横浜市各会計予算が平成29年３月31日までに横浜市議会において可決され
た上、同年４月１日以降に契約書を交換することによって確定するものとします。
11 Summary
(1) Subject matter of the contract: Construction of certification issuing system.
(2) Time-limit to express interests: 5:00p.m., 15 December, 2016
(3) Time-limit to submit proposal: 5:00p.m., 26 January, 2017
(4) Contact point for the notice: Service Window Division, Ward Support Department, Civic
Affairs Bureau, City of Yokohama, 1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017
TEL 045(671)4330
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