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横浜市調達公告第66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２月23日 

契約事務受任者 

横浜市副市長 柏 崎  誠 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    教職員庶務事務センター設置・運営業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

契約締結日から平成32年３月31日まで（詳細は、入札説明書による。） 

 (4) 履行場所 

別途指示する場所（詳細は、入札説明書による。） 

 (5) 入札方法 

この入札は、価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する総合評価一般競争入札により

行う。 

(6) 予定価格 

1,466,560,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。) 

２ 入札参加資格    

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「コンピュータ業

務」の「細目Ｂ データ入力」に登録が認められている者で、かつ、Ａの等級に格付けされている者で

あること。 

(3) 平成28年３月４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) 国、都道府県又は政令指定都市で、当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

(5) プライバシーマーク付与認定、「ISO/IEC27001 認証（国際標準）」、「JIS Q27001 認証（日本工

業標準）」のうち、いずれかの認証を受けていること。なお、「ISO/IEC27001 認証（国際標準）」、

「JIS Q 27001 認証（日本工業標準）」については、本業務を実施する組織において認証を取得して

いる事業者であること。 

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３月４日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

  入札説明書による。 

(3) 提出場所（次号に掲げるものを除く。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局教職員人事部教職員厚生課（関内駅前第一ビル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) 契約条項等に関する問い合わせ先 

調 達 公 告 
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〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局教職員人事部教職員厚生課（関内駅前第一ビル５階） 

鮫島 電話 045(671)4555（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 

横浜市教育委員会事務局の入札情報ページからダウンロード可能。 

(http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/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28年３月18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 

横浜市教育委員会事務局教職員人事部教職員厚生課（関内駅前第一ビル５階 ） 

電話 045(671)4555（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28年４月８日午後３時 

(ｲ) 入札場所 

  中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局教職員人事部教職員厚生課（関内駅前第一ビル２階 210会議室） 

イ 郵送による入札書の提出 

平成28年４月７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４月８日午後３時 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(4) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

(5) 提案書作成要領に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

入札説明書の別添「落札者決定基準」に基づき総合評価点数の最も高い入札者を落札者とする。 

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 
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債務負担行為に係る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、設計図書に定める部分払の基準により、履行済部分に応じて支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

 (3) 詳細は、入札説明書による。 

 (4) 本件委託は、債務負担行為に係る契約である。 

 (5) この入札は、平成28年度横浜市各会計予算が平成28年３月31日までに横浜市議会において可決され

ないときは、執行しないものとする。 

13 Summary  

(1) Subject matter of the contract: Establishment and management of general affairs center 

for Teaching staff members 

(2) Deadline for the tender: 3:00 p.m.,8 April,2016 

*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: Faculty Welfare Division,Board of Education Secretariat, 

City of Yokohama，City of Yokohama,1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017,  

TEL 045(671)4555 
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横浜市調達公告第68号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「市会予算書 261,000枚（概算）の印刷」ほか109件の契約について、一般競争入札を行

う。 
平成28年２月23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 １６０３０２０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市会予算書 ２６１，０００枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
財政局財政課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 軽印刷、オフセット印刷又は端物印刷 

格付等級 【軽印刷：－】、【オフセット印刷：－】又は【端物印刷：－】 

登録細目  
所在地区分・順位 

【軽印刷 市内：第１位のみ】、【オフセット印刷 市内：第１位のみ】又は【端物印刷 

 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．上記３種目のいずれかについて、種目ごとに定める所在地区分・順位に登録している 

こと。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書  

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

ができる。 

設計図書 
見本は開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 財政局財政課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１２０３００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
路上不法投棄廃棄物収集・運搬・処理委託 

納入／履行場所 
横浜市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

④産業廃棄物処分業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び 

陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④産業廃棄物処分業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 道路局管理課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１２０３００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見・神奈川・港北区照明灯設備保守委託 

納入／履行場所 
鶴見区鶴見土木事務所管内一円ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

②高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

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

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 道路局施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１２０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新横浜駅北口歩道橋ほか搬送設備警備・管理委託 

納入／履行場所 
新横浜駅前（港北区新横浜２丁目地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 道路局施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１２０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市福富町西公園地下駐車場ほか受変電設備保守委託 

納入／履行場所 
中区福富町西通２番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 道路局施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１２０３００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
道路局大船駅北口等警備業務委託 

納入／履行場所 
栄区笠間一丁目１番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 道路局企画課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１２０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
今井川地下調節池等運転管理業務委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区狩場町５５番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 施設運転管理・保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 道路局河川管理課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
末広水際線プロムナード清掃業務委託 

納入／履行場所 
鶴見区末広町一丁目 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港湾局管財第一課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜港臨港道路等清掃業務委託 

納入／履行場所 
臨港道路本牧・大黒ふ頭連絡線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①車道清掃の業務実績を有する者。 

②一般廃棄物収集運搬業許可（車道清掃限定の許可を含む）を受けている者。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

④ロードスイーパー及び散水車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

④ロードスイーパー及び散水車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な 

者は引受証明書 

⑤ロードスイーパー及び散水車であることが確認できる書類（画像）等 

※④の車検証の写しの「車体の形状」欄において、「モータ・スイーパ」及び「散水車」 

の記載がある場合は、提出書類⑤を省略することができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港湾局管財第一課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢水際線緑地ほか清掃等業務委託 

納入／履行場所 
金沢区福浦一丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港湾局管財第一課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
新港地区清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大さん橋地区清掃業務委託 

納入／履行場所 
中区新港一丁目１番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜ベイサイドマリーナ地区等清掃業務委託 

納入／履行場所 
金沢区白帆ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港湾局賑わい振興課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
汽車道等警備管理業務委託 

納入／履行場所 
中区新港二丁目ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

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

を平成２３年４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績を有する者（平成 

２８年３月３１日までの履行予定のものを含む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 港湾局賑わい振興課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１４０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
みなとみらいトンネル照明保守点検業務委託 

納入／履行場所 
中区新港二丁目２番地先から西区みなとみらい一丁目９番地先まで 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

②高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

③産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

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

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 港湾局維持保全課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部水質測定局施設保守管理業務委託 

納入／履行場所 
緑区上山一丁目３番１号地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（積替又は保管を含む、廃酸）を受けている者 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局環境管理課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００３９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部水質測定局施設保守管理業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区東俣野町４２８番３号ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

②産業廃棄物収集運搬業許可（積替又は保管を含む、廃酸）を受けている者 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局環境管理課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３０１２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市風力発電所電気設備保守点検業務委託 

納入／履行場所 
横浜市風力発電所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 環境創造局環境エネルギー課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３０１１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都市生活型騒音等測定委託 

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【検査・測定 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

②計量証明事業（音圧レベル及び振動加速度レベル）の登録を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 環境創造局大気・音環境課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３０１１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
第１期事業場立入調査における分析委託 

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ８月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【検査・測定 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

②計量証明事業（濃度）の登録を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 環境創造局水・土壌環境課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
大倉山公園ほか９公園維持業務委託 

納入／履行場所 
港北区大倉山二丁目１０番ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
たちばなの丘公園ほか２公園維持業務委託 

納入／履行場所 
旭区市沢町３９６番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００８１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
こども自然公園ほか２公園廃棄物収集運搬業務委託 

納入／履行場所 
こども自然公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３０１２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
たちばなの丘公園車止め及びトイレ扉鍵開閉警備業務委託 

納入／履行場所 
たちばなの丘公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 環境創造局北部公園緑地事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園芝生広場管理委託 

納入／履行場所 
中区山下町２７９番 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

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 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００８７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
山下公園内一般及び産業廃棄物収集運搬業務委託 

納入／履行場所 
山下公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００８９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港の見える丘公園ほか７公園一般及び産業廃棄物収集運搬業務委託 

納入／履行場所 
港の見える丘公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局南部公園緑地事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００５８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
桜台公園ほか１３公園噴水設備等点検清掃委託 

納入／履行場所 
桜台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【下水道管等保守 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②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 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３０１２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区ほか３区内公園園内灯設備保守委託 

納入／履行場所 
中区内公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

②高所作業車を保有している者又は調達することが可能な者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

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

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０２００１４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
カラーコピー（普通紙）Ａ０ ５０枚（概算）ほか 

納入／履行場所 
環境創造局管路整備課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 青焼・複写 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【青焼・複写 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（複写機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画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 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 環境創造局管路整備課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
北部第一水再生センター等幹線水質監視装置保守点検業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局北部第一水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：計装設備】 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局北部第一水再生センター   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川水再生センター緑地管理業務委託 

納入／履行場所 
神奈川区千若町１丁目１番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２９年 ２月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局神奈川水再生センター   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
飯島町ポンプゲート施設保守点検業務委託 

納入／履行場所 
栄区飯島町７４番地先 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：順位問わず】又は【電気設備保守 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局栄水再生センター   

契約事務担当課 財政局契約第二課   



横浜市報調達公告版 

第13号 平成28年２月23日発行 

340 

 

契約番号 １６２１０３００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野揚水ポンプ施設等保守点検業務委託 

納入／履行場所 
港南区日野五丁目２４番地先ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目 【機械設備保守：ポンプ】 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：順位問わず】又は【電気設備保守 市内：順位問わず】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２１０３００９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部汚泥資源化センター等汚泥焼却灰建設資材化運搬業務委託 

納入／履行場所 
環境創造局南部汚泥資源化センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業（ばいじん）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 環境創造局南部下水道センター   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０３００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
焼却工場排ガス放射性物質濃度測定委託 

納入／履行場所 
資源循環局都筑工場ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【検査・測定 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ 市外：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

②計量証明事業（濃度）の登録を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 資源循環局資源政策課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０３００５４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水質調査委託その１ 

納入／履行場所 
資源循環局神明台処分地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【検査・測定 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ 市外：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

②計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 資源循環局資源政策課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
歩道清掃に係る産業廃棄物収集運搬委託 

納入／履行場所 
みなとみらい２１クリーンセンターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０３００３８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
オイルトラップ汚泥収集・運搬委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見事務所ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業許可（汚泥、廃油）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 資源循環局業務課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   



横浜市報調達公告版 

第13号 平成28年２月23日発行 

346 

 

契約番号 １６２２０３００５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浄化槽水質試験委託 

納入／履行場所 
資源循環局業務課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【検査・測定 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

②計量証明事業（濃度）の登録を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（スチール）プレス３３トン（概算）の売払（平成２８年４月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

②この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会 

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

とする。 

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００２９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スプレー缶（アルミ）プレス９トン（概算）の売払（平成２８年４月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：缶（アルミ、スチール）】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

②この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会 

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

とする。 

発注担当課 資源循環局業務課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（鶴見ヤード）３０トン（概算）の売払（平成２８年４月から平成２８年９月） 

納入／履行場所 
鶴見ヤード（資源循環局鶴見工場内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで 準市内：第３位まで 市外：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００３１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（港南ヤード及び港南資源回収センター）９２トン（概算）の売払（平成２８年４月から

平成２８年９月） 

納入／履行場所 
港南ヤード（資源循環局旧港南工場）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで 準市内：第３位まで 市外：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００３２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（保土ケ谷ヤード）１６トン（概算）の売払（平成２８年４月から平成２８年９月） 

納入／履行場所 
保土ケ谷ヤード（資源循環局保土ケ谷工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで 準市内：第３位まで 市外：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（神明台ヤード）６３トン（概算）の売払（平成２８年４月から平成２８年９月） 

納入／履行場所 
神明台ヤード（資源循環局神明台処分地内倉庫及び倉庫前敷地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで 準市内：第３位まで 市外：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００３４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（磯子ヤード）３３トン（概算）の売払（平成２８年４月から平成２８年９月） 

納入／履行場所 
磯子ヤード（資源循環局旧磯子輸送事務所敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで 準市内：第３位まで 市外：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０５００３５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
古布（都筑ヤード）８１トン（概算）の売払（平成２８年４月から平成２８年９月） 

納入／履行場所 
都筑ヤード（資源循環局都筑工場敷地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：古布】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで 準市内：第３位まで 市外：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者。 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

①同種の売払物（既契約分）の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の 

調整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 資源循環局業務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２２０３００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
産業廃棄物等（排水、汚泥、ガス等）の分析委託（産業廃棄物処理業者指導関係） 

納入／履行場所 
市内全域 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 検査・測定 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【検査・測定 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ 市外：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者であること。 

②計量証明事業（濃度及び特定濃度）の登録を受けている者であること。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 資源循環局産業廃棄物対策課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２５０２００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
市会議案書 １８６，６３６枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
総務局総務課 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 軽印刷、オフセット印刷又は端物印刷 

格付等級 【軽印刷：－】、【オフセット印刷：－】又は【端物印刷：－】 

登録細目  
所在地区分・順位 

【軽印刷 市内：第１位のみ】、【オフセット印刷 市内：第１位のみ】又は【端物印刷 

 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．上記３種目のいずれかについて、種目ごとに定める所在地区分・順位に登録している 

こと。 

２．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

３．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書  

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

ができる。 

設計図書 
見本は開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １０回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 総務局総務課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２７０２０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型窓空き封筒 区内特別用 ３８０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【封筒印刷 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２７０２０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型封筒 ３７０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【封筒印刷 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２７０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洋型窓空き封筒（転送禁止） ３４０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
こども青少年局こども家庭課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【封筒印刷 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 こども青少年局こども家庭課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２７０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
南部児童相談所一時保護所警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市南部児童相談所一時保護所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 こども青少年局南部児童相談所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２００２２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
納入通知書Ｂ（違約金説明あり） ２０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ６月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局福祉保健課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
問診票付受診券 ６７５，０００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ５月 ６日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保険料額通知書（オンライン用） １７０，０００枚の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月１６日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
特定健康診査用受診券 １０，９００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ５月１９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
減免通知書付保険料額決定通知書 ３６，１００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ６月 １日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２００２３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
減免通知書付保険料額通知書 ３０，０００セットの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局保険年金課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ６月 １日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局保険年金課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
納付書７枚組 ４３，５００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ６月２７日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局医療援助課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０３００４４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
松風学園警備業務委託 

納入／履行場所 
横浜市松風学園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 健康福祉局松風学園   
契約事務担当課 財政局契約第二課   



横浜市報調達公告版 

第13号 平成28年２月23日発行 

369 

 

契約番号 １６２８０２００２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
「障害福祉のあんない２０１６」冊子 ３９，０００部の印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局障害企画課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月２８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 軽印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【軽印刷 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書  

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

ができる。 

設計図書 
見本は開札日の午後５時まで財政局契約第二課窓口にて閲覧可能。 

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局障害企画課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０３００３０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
名瀬ホーム粗大ごみ・一般廃棄物収集運搬業務委託 

納入／履行場所 
健康福祉局名瀬ホーム 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月２１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者。 

③産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、木くず、金属くず、ガラスくず・コンクリ 

ートくず及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②一般廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局名瀬ホーム   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０２００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
額通知書（バッチ分） ８０，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
健康福祉局介護保険課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年１２月 １日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 フォーム印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【フォーム印刷 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局介護保険課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０３００１６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
日野公園墓地清掃等委託 

納入／履行場所 
日野公園墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 28年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会 

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

とする。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０３００１７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
久保山墓地清掃等委託 

納入／履行場所 
久保山墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 28年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会 

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

とする。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０３００１８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
三ツ沢墓地清掃等委託 

納入／履行場所 
三ツ沢墓地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 28年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会 

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

とする。 

発注担当課 健康福祉局環境施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   



横浜市報調達公告版 

第13号 平成28年２月23日発行 

375 

 

契約番号 １６２８０３００４５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
墓地・霊堂警備業務委託 

納入／履行場所 
三ツ沢墓地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

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

を平成２３年４月１日以降に元請として１年以上継続して履行した実績を有する者（平成 

２８年３月３１日までの履行予定のものを含む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 健康福祉局環境施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
リアルタイムＰＣＲ７５００の保守点検 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場本場食品衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 - 

企業規模 中小企業 

その他 

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

い。）。 

②有資格者名簿において所在地区分が「市内」であること。 

③当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 健康福祉局中央卸売市場本場食品衛生検査所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２８０３００７１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉衛生検査所白衣等洗濯業務 

納入／履行場所 
健康福祉局食肉衛生検査所 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 クリーニング 

格付等級 - 

登録細目 【クリーニング：クリーニング】 

所在地区分・順位 【クリーニング 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①本件は、入札の不調による再度の発注である。 

②この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会 

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

とする。 

発注担当課 健康福祉局食肉衛生検査所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２９０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場冷暖房設備保守点検委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場食肉市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守 

格付等級 - 

登録細目 【機械設備保守：空調】 

所在地区分・順位 【機械設備保守 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 経済局運営課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２９０３００１５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食肉市場汚泥搬出委託 

納入／履行場所 
横浜市中央卸売市場食肉市場 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 廃棄物処理 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【廃棄物処理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 ２時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 経済局運営課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３１０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区総合庁舎消防設備点検委託 

納入／履行場所 
鶴見区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 消防設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【消防設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 鶴見区総務課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３１０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見区クリーンタウン横浜事業清掃業務委託（その２） 

納入／履行場所 
鶴見駅周辺地区 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①この契約は、「委託契約における公共工事設計労務単価等の改定（平成 28年２月）に伴 

う特例措置」の措置対象外である。 

②この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会 

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

とする。 

発注担当課 鶴見区地域振興課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３２０３０００２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
神奈川区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
神奈川区神奈川土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 神奈川区神奈川土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３４０３０００３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
中区街路樹維持業務委託（その４） 

納入／履行場所 
中区大岡川プロムナードほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 中区中土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３６０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内スクリーン点検清掃管理委託 

納入／履行場所 
港南区日野中央二丁目２番地ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【下水道管等保守 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 港南区港南土木事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   



横浜市報調達公告版 

第13号 平成28年２月23日発行 

385 

 

契約番号 １６３６０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
港南区港南土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港南区港南土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３６０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港南区内河川・水路維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
港南区港南土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港南区港南土木事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３７０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区内せせらぎ緑道維持管理委託 

納入／履行場所 
保土ケ谷区峰沢町１番地先から２６２番地先までほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３７０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保土ケ谷区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所管内（北部） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   



横浜市報調達公告版 

第13号 平成28年２月23日発行 

389 

 

契約番号 １６３８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区内親水水路維持管理委託 

納入／履行場所 
旭区矢指町１２９９番地から１８１３番地先までほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 旭区旭土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３８０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
旭区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
白根公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 旭区旭土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６３９０３００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子・海の見える公園巡回開閉業務委託 

納入／履行場所 
磯子・海の見える公園 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 磯子区磯子土木事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４００３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
金沢区街路樹維持業務委託（金沢地先埋立地北部） 

納入／履行場所 
金沢区並木一丁目１号地ループ道路ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 金沢区金沢土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４１０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内道路除草業務委託 

納入／履行場所 
港北区港北土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２９年 ３月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港北区港北土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４１０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
港北土木管内河川水路維持管理委託 

納入／履行場所 
港北区港北土木事務所管内一円  

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 港北区港北土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４２０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区内河川環境施設維持管理委託 

納入／履行場所 
緑区新治町・三保町（梅田川）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２９年 ３月１８日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 緑区緑土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４２０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
緑区街路樹維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
緑区緑土木事務所管内西部ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 緑区緑土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４３０３０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区総合庁舎空調自動制御機器点検保守委託 

納入／履行場所 
青葉区総合庁舎 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 機械設備保守又は電気設備保守 

格付等級 【機械設備保守：－】又は【電気設備保守：－】 

登録細目  
所在地区分・順位 

【機械設備保守 市内：第３位まで 準市内：第１位のみ】又は【電気設備保守 市内： 

第３位まで 準市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

当該業務又は同種の業務の実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ３回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 青葉区総務課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４３０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
桜台公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４３０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
青葉区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
青葉区あざみ野西公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 青葉区青葉土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４４０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区街路樹維持業務委託（その２） 

納入／履行場所 
都筑区東山田町主要地方道丸子中山茅ケ崎線ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 都筑区都筑土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   



横浜市報調達公告版 

第13号 平成28年２月23日発行 

401 

 

契約番号 １６４５０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
駅前広場等清掃業務委託（戸塚駅周辺地区） 

納入／履行場所 
戸塚区 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 道路・公園清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【道路・公園清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業又はその他 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業許可（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリート 

くず及び陶磁器くず）を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 戸塚区地域振興課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４６０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区街路樹維持業務委託 

納入／履行場所 
栄区栄土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

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 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 栄区栄土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４６０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
栄区内雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
栄区本郷台四丁目２５番地 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｃ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 栄区栄土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４７０３０００７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区内河川環境施設管理委託 

納入／履行場所 
泉区泉土木事務所管内 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 泉区泉土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４８０３０００１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
相沢雨水調整池維持管理委託 

納入／履行場所 
瀬谷区相沢五丁目４７番１地先 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 下水道管等保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【下水道管等保守 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者。 

②産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず 

及び陶磁器くず）の許可を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４８０３０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区内河川環境施設管理委託（その１） 

納入／履行場所 
瀬谷区瀬谷区土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ｂ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４８０３０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
瀬谷区公園維持業務委託（その１） 

納入／履行場所 
瀬谷区瀬谷土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２９年 ３月１６日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 【公園緑地等管理：Ａ】 

登録細目  
所在地区分・順位 【公園緑地等管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

 

提出書類 

 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６４８０３０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
和泉川浄化施設維持管理委託 

納入／履行場所 
瀬谷区宮沢三丁目４３番地先 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 浄化槽・貯水槽等清掃 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【浄化槽・貯水槽等清掃 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

①当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

②産業廃棄物収集運搬業（汚泥）の許可を受けている者 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者又は調達することが可能な者 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②産業廃棄物収集運搬業許可証の写し 

③汚泥吸引車及び高圧洗浄車を保有している者は車検証の写し、調達することが可能な者 

は引受証明書 

④汚泥吸引車及び高圧洗浄車であることが確認できる書類（画像）等 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ８日（火）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 瀬谷区瀬谷土木事務所   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６７１０２０００８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
学校給食費徴収額決定通知書用窓開き封筒 ２０８，０００部の印刷 

納入／履行場所 
教育委員会事務局健康教育課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ４月２０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 封筒印刷 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【封筒印刷 市内：第２位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．当該業務に必要な資機材（印刷機等）を保有していること。 

２．当該物品又はこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書及び種類別明細書（増加資産・全資産）の写し 

③納入（製造）実績調書 

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

ができる。 

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

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成２８年度横浜市各会計予算が平成２８年３月３１日までに横浜市議会に 

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

する。 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６７１０２０００９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（北部地区） ２５８立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立大曾根小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 骨材・セメント 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【骨材・セメント 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６７１０２００１０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（南部地区） ２５５立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立上大岡小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 骨材・セメント 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【骨材・セメント 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時１５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６７１０２００１１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（東部地区） １１７立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立旭小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 骨材・セメント 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【骨材・セメント 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６７１０２００１２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
洗川砂（西部地区） １８３立方メートル（概算）ほか 

納入／履行場所 
横浜市立新井小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １日から平成２８年 ９月３０日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 骨材・セメント 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【骨材・セメント 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ４日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月 ７日（月）午後 １時２５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ６回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６７１０３００３６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
浦島小学校外２９校自家用電気工作物保安管理業務委託 

納入／履行場所 
横浜市立浦島小学校ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目  
所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ４回以内 契約保証 免除 

注意事項 

この契約は、平成 28 年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31 日までに横浜市議会において 

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

発注担当課 教育委員会事務局教育施設課   

契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６１２０３００２１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
戸塚駅西口バスセンター搬送設備監視・警備業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地１９ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①本案件は契約番号 1624030006 番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 道路局施設課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   
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契約番号 １６２４０３０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
長津田駅南口昇降機監視業務委託 

納入／履行場所 
戸塚区戸塚町１６番地１９ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ４月 １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 ―――――――――――― 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 警備業務 

格付等級 - 

登録細目 【警備業務：人的警備】 

所在地区分・順位 【警備業務 市内：第１位のみ】 

企業規模 - 

その他 

警備業法第２条第１項第１号に規定する業務を平成２３年４月１日以降に元請として１年 

以上継続して履行した実績を有する者（平成２８年３月３１日までの履行予定のものを含 

む。） 

提出書類 

履行実績申告書（警備業務用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ３月 ８日（火）午前 ９時００分から 

平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ３月１０日（木）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 １２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

①本案件は契約番号 1612030021 番の契約と合併入札を行う。 

入札参加にあたっては、横浜市ホームページの本案件の発注情報画面より当該合併入札に 

係るすべての契約の設計図書をダウンロードすること。 

②この契約は、平成 28年度横浜市各会計予算が平成 28年３月 31日までに横浜市議会におい 

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

。 

発注担当課 都市整備局市街地整備推進課   
契約事務担当課 財政局契約第二課   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


