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横浜市調達公告第167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５月31日 

横浜市長 林   文 子  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 事業名称 

    横浜文化体育館再整備事業 

 (2) 事業内容 

落札者により特別目的会社を設立し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（平成11年法律第117号）（以下「ＰＦＩ法」という。）によるＰＦＩ方式により、横浜文化体育館

の設計、建設、工事監理、維持管理、修繕及び運営業務を行う。合わせて、民間収益施設の整備及び運

営を行う民間収益事業を、ＰＦＩ方式によらず民間収益事業者の独立採算により実施する。 

(3) 事業期間 

契約締結日から平成51年３月31日まで 

(4) 予定価格 

26,533,695,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

(5) 事業場所 

中区不老町２丁目７番地、中区翁町２丁目９番地10 

(6) 入札方法 

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

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さなければならない。 

(1)  入札参加者の構成等 

ア  本事業の入札参加者は、ＰＦＩ事業の設計業務に当たる者、建設業務に当たる者、工事監理業務に

当たる者、維持管理業務に当たる者、修繕業務に当たる者、運営業務に当たる者及び民間収益事業に

当たる者を含む複数の企業等（社団・財団法人等を含む。以下同じ。）により構成されるグループと

すること。 

イ  入札参加者のうち、特別目的会社に出資を予定している者を「構成員」、特別目的会社に出資を

予定していない者で、特別目的会社から直接、業務を請け負うことを予定している者を「協力会社」

、その他の者を「その他企業」とし、入札参加資格確認申請時に構成員、協力企業又はその他企業の

いずれの立場であるかを明らかにすること。 

ウ  構成員の中から代表企業を定め、必ず代表企業が入札参加資格確認申請及び入札手続を行うこと。 

エ  入札参加者の構成員及び協力会社並びにその子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第３号

及び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第２条第４

号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。）は、他の入札参加者の構成員

、協力会社又はその他企業になることはできない。 

オ  入札参加者のその他企業は、他の応募者のその他企業になることができるものとする。 

(2) 入札参加者の構成員、協力会社及びその他企業は、次の入札参加資格要件を満たすこと。 

ア  構成員、協力会社及びその他企業に求める資格要件 

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

同条第２項の規定に定めた資格を有する者であること。 

(ｲ) 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。ただし、指名停止

期間が１か月以内のものである場合は、この限りでない。 

(ｳ) 次の法律の規定による申立て又は通告がなされていない者であること。 

ａ  会社更生法（平成14年法律第154号）第17条及び改正前の会社更生法（昭和27年法律第172号）

第30条の規定による更生手続開始の申立て（ただし、更生手続開始の決定を受けている場合を除

く。） 

ｂ  民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立て（ただし、再 
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生手続開始の決定を受けている場合を除く。） 

(ｴ) 市が本事業について、アドバイザリー業務を委託した株式会社三菱総合研究所、株式会社三菱

総合研究所が本アドバイザリー業務において提携関係にある株式会社プライム建築都市研究所

及び渥美坂井法律事務所弁護士法人、並びにこれらの子会社又は親会社でないこと。 

  (ｵ) 横浜市民間資金等活用事業審査委員会の委員の所属する企業又はその子会社若しくは親会社で

ある者以外の者であること。 

(ｶ) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条第２項第

１号に掲げる処分を受けている者でないこと。 

(ｷ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に掲げ

る暴力団及びその構成員又はその構成員の統制下にある者でないこと。 

(ｸ) 国税、地方税を滞納している者でないこと。 

イ  構成員及び協力会社に求める資格要件 

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

同条第２項の規定に定めた資格を有する者であること。なお、市の入札参加資格を有しない企業

等が構成員又は協力会社として入札参加を希望する場合には、入札説明書を参照の上、入札参加

資格審査の随時登録申請、又は「工事関係」「物品・委託等関係」「設計・測量等関係」の特定

調達契約にかかる入札参加資格申請に基づき申請を行うこと。 

(ｲ) ＰＦＩ法（平成11年７月30日法律第117号）第９条第１項各号のいずれかに該当する者でないこ

と。 

ウ  各業務に当たる者の資格要件 

入札参加者の構成員及び協力会社のうち、設計、建設、工事監理、維持管理、修繕、運営に当たる

者は、それぞれ次の資格要件を満たすものとする。 

なお、各業務に当たる者の資格要件を満たす者が資格要件を満たす複数の業務に当たることは認め

るものとする。ただし、建設企業と工事監理企業が兼務することは認めない。また、子会社と親会社

の関係にある者同士が建設企業と工事監理企業に当たることも認めない。建設企業については、必ず

複数の企業で組成すること。 

(ｱ) 設計業務に当たる者 

ａ  建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい

ること。なお、平成16年度以降に建築士法による監督処分を受けたことがないこと。 

ｂ 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（設計・測量等関係）において登録を認めら

れている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者と認められる者であること。

なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、入札参加資

格を欠くものとする。 

ｃ 平成18年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請書の申請までの間に終了した設計業務で

8,000㎡以上の体育館の実施設計の元請の実績（新築又は改築に限る。）を有する者であること

（他社と共同で履行した実績も認めるが、共同企業体方式での実績は、出資比率が総出資額の10

分の２以上で、その内容を証明できる場合（契約書の写しの提出等）に限ることとする）。 

(ｲ) 建設業務に当たる者 

建設企業については、複数の企業で組成するものとし、次に定める建築、電気、設備の工種

ごとの要件を満たすものとする。 

ａ 建築工事 

建築工事を担当する建設企業のうち１者は、次の(a)から(d)までのすべての要件を満たさな

ければならない。 

(a) 建築工事業にかかる特定建設業の許可を受けていること。 

(b) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において「建築」に登録を

認められている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者と認められる者

であること。 

なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、入

札参加資格を欠くものとする。 

(c) 建設業法第27条の23第１項に定める直前の経営事項審査の総合評定値通知書（有効かつ最

新なものとする。以下同じ。）における建築一式の総合評定値が1,050点以上の者であるこ

と。 



横浜市報調達公告版 

第39号 平成28年５月31日発行 

4 

 

(d) 平成18年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請書の申請までの間に完成した工事で

延床面積8,000㎡以上の体育館の建築工事の元請の実績（新築又は改築に限る。）を有する者

であること。 

 なお、他社と共同で履行した実績も認めるが、共同企業体方式での実績は、出資比率が総

出資額の10分の２以上で、その内容を証明できる場合（契約書の写しの提出等）に限ること

とする。 

ｂ  電気工事 

電気工事を担当する建設企業のうち１者は、次の(a)から(c)までのすべての要件を満たさな

ければならない。 

ただし、(b)についてはa 建築工事（a）～（d）の全ての要件を満たすことをもって、同等の

資格と認めるものとする。 

(a) 電気工事業にかかる特定建設業の許可を受けていること。 

(b) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において、「電気」に登録

を認められている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者と認められる

者であること。 

なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、入

札参加資格を欠くものとする。 

(c) 建設業法第27条の23第１項に定める直前の経営事項審査の総合評定値通知書における電気

工事の総合評定値が1,050点以上の者であること。 

ｃ 管工事 

管工事を担当する建設企業のうち１者は、次の(a)から(c)までのすべての要件を満たさなけ

ればならない。 

ただし、(b)についてはa建築工事（a）～（d）の全ての要件を満たすことをもって、同等の

資格と認めるものとする。 

(a) 設備工事業にかかる特定建設業の許可を受けていること。 

(b) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）において、「管」に登録を

認められている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者と認められる者

であること。 

なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、入

札参加資格を欠くものとする。 

(c) 建設業法第27条の23第１項に定める直前の経営事項審査の総合評定値通知書における管の

総合評定値が950点以上の者であること。 

(ｳ) 工事監理業務に当たる者 

設計業務に当たる者に求める要件と同じものとする。 

(ｴ) 維持管理業務に当たる者 

維持管理企業については、次の(a)から(c)までのすべての要件を満たさなければならない。 

(a) 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、委託関係

の営業種目で登録を認められている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者

として認められるものであること。  

なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、入札参加

資格を欠くものとする。  

(b) 維持管理業務の遂行において担当する業務に必要となる資格（許認可、登録等）を取得して

いること。  

(c) 平成18年４月１日から本事業の入札参加資格確認申請締切日までの間に終了した維持管理業

務で、体育館、その他これらに類する用途を含む建築物について連続して３年以上の期間を対

象とする実績を有する者であること。 

(ｵ) 修繕業務に当たる者 

 維持管理業務に当たる者に求める要件と同じものとする。 

(ｶ) 運営業務に当たる者  

運営企業については、次の(a)から(c)までのすべての要件を満たさなければならない。 

(a) 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、委託関係

の営業種目で登録を認められている者若しくは登録申請中である者又はその営業を継承した者
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として認められるものであること。  

なお、登録申請中である者は、提案書の提出日までに登録を認められなかった場合、入札参加

資格を欠くものとする。  

 (b) 運営業務の遂行において担当する業務に必要となる資格（許認可、登録等）を取得している

こと。  

 (c) 平成18年4月1日から本事業の入札参加資格確認申請締切日までの間に終了した運営業務で

、体育館、その他これらに類する用途を含む建築物について、同一施設に対して連続して３年

以上の期間を対象とする実績を有する者であること。 

３ 入札参加の手続 

入札に参加しようとする者（前項に定める登録のない者で、入札説明書等に定める名簿登載手続を行う

者を含む。）は、次のとおり入札参加の手続を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課 

入札説明書等に掲げる書類を次号に示す受付期間に必着するよう第３号に掲げる部課に必ず持参又は

郵送（書留郵便）にて提出すること。 

(2) 受付期間 

平成28年８月１日から平成28年８月３日まで（午前９時から午後５時まで） 

(3) 提出部署 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 横浜関内ビル３階 

横浜市市民局スポーツ振興部スポーツ振興課 

電話 045(671)3286 

 (4) 契約条項等に関する問合せ先 

   (3)に掲げる部署 

４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格確認審査結果の通知後、入札参加資格審査結果通知書を受けた入札参加者の構成員、協

力会社又はその他企業が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項の入札参加資格を満たさなくなったとき。 

ただし、入札参加者の代表企業以外の構成員、協力会社及びその他企業が第２項第２号の入札参加資

格要件を満たさなくなった場合の取扱いは、入札説明書による。 

(2) 入札説明書等に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札説明書等を示す場所 

当該契約に係る入札説明書等は、第３項第３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 

以下のホームページからダウンロード可能。 

URL http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/sports/buntai/ 

また、次のとおり、入札説明書等を交付する。 

(1) 交付期間 

平成28年５月31日（火）から平成28年６月24日（金）まで 

（ただし、土曜日、日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（以

下「休日」という。）を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 

７ 入札の日時及び場所等 

(1) 持参の場合 

ア 日時 

平成28年11月１日（火）、２日（水）、４日（金）、７日（月）午前９時から午後５時まで 

※持参の場合は、事前に電話連絡のうえ、持参時間を調整してください。 

イ 場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 横浜関内ビル３階 

横浜市市民局スポーツ振興部スポーツ振興課 

電話 045(671)3286 

 (2) 郵送の場合 
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ア 日時 

平成28年11月７日午後５時まで（必着） 

イ 場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 横浜関内ビル３階 

横浜市市民局スポーツ振興部スポーツ振興課 

電話 045(671)3286 

なお、必ず書留郵便にて郵送すること。 

８ 開札の日時及び場所等 

(1) 日時および場所 

入札参加資格確認審査の審査通過の通知を受けた入札参加者に別途通知する。 

９ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とした場合は落札者決定を取 

り消すものとする。 

(1) 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 

(2) 入札公告及び入札説明書等に示した入札参加資格のない者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(4) 郵送により入札書の提出を行う場合に、入札説明書等に定める方法によらない入札 

(5) 入札金額の内訳書を提出しない者が行った入札又は入札金額と合計金額が一致しない内訳書を提出 

した者が行った入札 

(6) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

(7) その他入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

10 落札者の決定 

(1) 最優秀提案者の選定 

最優秀提案者の選定に当たっては、学識経験者等で構成する横浜市民間資金等活用事業審査委員会に

おいて、第１項第４号に定める予定価格の制限の範囲内において、落札者決定基準に基づき、入札説明

書に定める提出書類の審査を行い、総合評価により選定する。なお、落札者決定基準は横浜市ホームペ

ージ上に掲載する。 

(2) 落札者の決定 

横浜市は、横浜市民間資金等活用事業審査委員会の選定結果をもとに、落札者を決定する。 

なお、本事業は、公民協働事業応募促進報奨金交付の対象事業に指定されており、総合評価において

次点、次次点となった者は、公民協働事業応募促進報奨金交付要綱に定める、報奨金交付の申請ができ

る。 

落札者決定日までの間、入札参加者の構成員、協力企業又はその他企業が入札参加資格要件を欠くに

至った場合は、横浜市は当該入札参加者を落札者決定のための審査対象から除外する。 

ただし、入札参加者の代表企業以外の構成員、協力会社又はその他企業が入札参加資格要件を欠くに

至った場合の取扱いは、入札説明書による。 

11 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

免除する。 

(2) 契約保証金 

要求する。 

ただし、落札者が設立する特別目的会社が、横浜市契約規則（昭和39年規則第59号）第36条第３項に

規定する担保を提供することにより契約保証金の支払いに代えることができる。なお、保証金の免除の

詳細は入札説明書による。 

12 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 

事業契約書に基づき支払う。 

13 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
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(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

本件事業の契約締結については、次のア及びイの条件を満たさなければならない。 

ア 本件事業の契約締結については、ＰＦＩ法第12条の規定により市議会の議決に付さなければならな

い。 

落札者決定日の翌日から事業契約に係る議会の議決日までの間、落札者、落札者の構成員、協力企

業又はその他企業が入札参加資格を欠くに至った場合、横浜市は落札者と基本協定を締結せず、又は

落札者の設立した特別目的会社と事業契約を締結しない。 

ただし、落札者の代表企業以外の構成員、協力企業又はその他企業が入札参加資格要件を欠くに至

った場合の取扱いは、入札説明書による。 

イ 本件事業の契約は、債務負担行為に係る契約であり、市議会において平成29年度予算が可決されな

ければならない。 

(4) 詳細は、入札説明書等による。 

14 Summary 

(1) Subject matter of the contract: 

PFI-based design, construction, maintenance and management related to Yokohama Cultural 

Gymnasium development project 

(2) Deadline for the tender: 

5:00 p.m., Nov. 7, 2016 

(3) Contact point for the notice: 

Sports Promotion Division, Sports Promotion Department, Civic Affairs Bureau, City of 

Yokohama, 2-6 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL(045)671-3286 
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横浜市調達公告第170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５月31日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   人事給与システム端末等機器 一式の借入 

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

    ア 借入期間（平成28年度分） 

     平成28年10月１日から平成29年３月31日まで 

イ 総借入期間 

平成28年10月１日から平成33年９月30日まで 

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

 (4) 借入場所 

    横浜市総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管理課ほか48か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

以下「運用基準」という。）によること。 

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

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成28年６月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

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

あること。 

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

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

    平成28年６月９日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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阿部 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

  また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成28年７月４日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

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

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局しごと改革室ＩＣＴ基盤管理課（テーオービル２階） 

電話 045(671)2119（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成28年７月７日から平成28年７月11日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成28年７月12日午後１時30分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

     横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成28年７月11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７月12日午後１時30分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
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11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

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

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

件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

Lease of Human resource and Payroll System Equipment 

(2) Deadline for the tender: 1:30 p.m., 12 July, 2016 (Japan Standard Time) 

     *For details, see the description of the tender 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045-671-2249 
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横浜市調達公告第171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５月31日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

  ア 国民健康保険料収納対策支援システムで使用するパソコン 一式の借入 

  イ 国民健康保険料収納対策支援システムで使用するソフトウェア 一式の借入 

  ウ 国民健康保険料収納対策支援システムで使用するプリンタ等機器 一式の借入 

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

    ア 借入期間（平成28年度分）  

    第１号アからウまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

   (ｱ) 平成28年９月１日から平成29年３月31日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

   (ｲ) 平成28年９月１日から平成29年３月31日まで（詳細は、入札説明書による。） 

   (ｳ) 平成28年12月１日から平成29年３月31日まで（詳細は、入札説明書による。） 

  イ 総借入期間 

    第１号アからウまでに掲げる借入物品ごとに、次のとおりとする。 

   (ｱ) 平成28年９月１日から平成33年８月31日までほか（詳細は、入札説明書による。） 

   (ｲ) 平成28年９月１日から平成33年８月31日まで（詳細は、入札説明書による。） 

 (ｳ) 平成28年12月１日から平成33年11月30日まで（詳細は、入札説明書による。） 

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

 (4) 借入場所 

    第 1 号アからウまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

   横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課ほか19か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第１号アからウまでに掲げる借入物品ごとに入札に付し、第３号アに掲げる期間におけ

る賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

以下「運用基準」という。）によること。 

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

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成28年６月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

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

あること。 

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

３ 入札参加の手続 

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

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

    平成28年６月９日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

阿部 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

  また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成28年７月４日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

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

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課（関内新井ビルディング10階） 

電話 045(671)3904（直通） 

７ 入札及び開札 

第１項第１号アからウまでに掲げる借入物品ともに、次のとおりとする。 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成28年７月７日から平成28年７月11日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成28年７月12日午後１時45分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

     横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成28年７月11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７月12日午後１時45分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 
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(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

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

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

件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

  ①Lease of the personal computers which system is specialized in receiving the National 

Health Insurance premiums 

  ②Lease of the softwares for the system which specialized in receiving the National Health 

Insurance premiums 

  ③Lease of the printers which connected to the system that is specialized in receiving 

the National Health Insurance premiums 

(2) Deadline for the tender: 1:45 p.m., 12 July, 2016 (Japan Standard Time) 

     *For details, see the description of the tender 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045-671-2249 
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横浜市調達公告第172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５月31日 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 鈴 木 和 宏 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   教職員庶務事務システム出勤記録用タイムレコーダ等 一式の借入 

 (2) 物品の特質等 

   入札説明書による。 

 (3) 借入期間 

    ア 借入期間（平成28年度分） 

     平成29年３月１日から平成29年３月31日まで 

イ 総借入期間 

平成29年３月１日から平成34年２月28日まで 

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

 (4) 借入場所 

    横浜市立生麦小学校ほか519か所（詳細は、入札説明書による。） 

(5) 入札方法 

この入札は、第３号アに掲げる期間における賃借料の総価により行う。 

(6) その他 

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

以下「運用基準」という。）によること。 

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

とにより、紙による入札書の提出を行うことができるものとする。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

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

２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 平成27・28年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において「一般賃貸」に登

録が認められている者であること。 

(3) 平成28年６月９日から開札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づ

く指名停止を受けていない者であること。 

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

あること。 

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

３ 入札参加の手続 

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

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

(1) 申請期限 

    平成28年６月９日午後５時 

(2) 提出書類、提出方法及び提出期間 

入札説明書による。 

(3) 提出場所（詳細は、入札説明書による。） 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 

(4) 契約条項等に関する問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市財政局契約部契約第二課（関内中央ビル２階） 
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阿部 電話 045(671)2249（直通） 

４ 入札参加資格の喪失 

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

するときは、当該入札に参加することができない。 

(1) 第２項に定める資格条件を満たさなくなったとき。 

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

。）に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札に必要な書類を示す場所等 

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

に供する。 

６ 入札説明書等の交付方法等 

横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。 

  また、次に掲げる期間・場所で貸出しを行う。 

(1) 貸出期間 

公告日から平成28年７月４日まで（ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

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

を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで） 

(2) 貸出場所 

 〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市教育委員会事務局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)3702（直通） 

７ 入札及び開札 

(1) 入札方法及び入札期間等 

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

ア 電子入札システムによる入札書の提出 

平成28年７月７日から平成28年７月11日まで（休日等を除く毎日午前９時から午後８時まで。た

だし、最終日は午後５時まで） 

イ 持参による入札書の提出 

(ｱ) 入札日時 

平成28年７月12日午後１時15分 

(ｲ) 入札場所 

中区港町１丁目１番地 

     横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

ウ 郵送による入札書の提出 

平成28年７月11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７月12日午後１時15分 

８ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) 第２項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 入札説明書に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

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

代表者又は受任者以外の名義によるＩＣカードを用いて行った入札 

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

者が行った紙による入札 

(6) 前各号に定めるもののほか、入札説明書に定める方法によらない入札 

９ 落札者の決定 

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

効な入札を行った者を落札者とする。 

10 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 
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11 契約金の支払方法 

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

   暦月を単位として、翌月以降、請求に基づき契約金額を支払う。 

12 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 契約の条件 

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

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

件契約を変更し、又は解除することができるものとする。 

(4) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract: 

Lease of Online time recorder set use for Attendance recording in Office work system of 

general affairs for teaching staff members and others 

(2) Deadline for the tender: 1:15 p.m., 12 July, 2016 (Japan Standard Time) 

     *For details, see the description of the tender 

(3) Language: Japanese is the only language used in all the contract procedures 

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

1-1 Minato-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0017, TEL 045-671-2249 
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横浜市調達公告第173号 

一般競争入札（物品・委託等）の施行 

次のとおり、「バイオディーゼル燃料精製用使用済食用油（52,000ｋｇ）の売払い」ほか32件の契約に

ついて、一般競争入札を行う。 
平成28年５月31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
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に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でないとし、(5)イの手続により落札

者を決定する。 

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

該落札候補者に通知する。 

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

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

せず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち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 １６２１０５０００４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
バイオディーゼル燃料精製用使用済食用油（５２，０００ｋｇ）の売払い 

納入／履行場所 
社会福祉法人しののめ会聖星学園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：廃油】 

所在地区分・順位 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

同種の売払物の確認を希望する場合は事前に発注担当課に連絡し、日程の調整をすること 

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 環境創造局環境エネルギー課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２１０３０２２５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
公共用水域（海域）底質調査分析委託 

納入／履行場所 
市内 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３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 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。 

②計量証明事業（濃度）の登録を受けている者。 

提出書類 

①委託業務経歴書 

②計量証明事業登録証の写し 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １６２１０３０２２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
開港１５０周年の森（旧小柴貯油施設）植栽維持管理業務委託 

納入／履行場所 
金沢区長浜無番地 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月２１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局みどりアップ推進課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２１０３０２２６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
芹が谷五丁目特別緑地保全地区ほか１３地区緑地等維持業務委託 

納入／履行場所 
港南区芹が谷五丁目特別緑地保全地区ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月１３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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局緑地保全推進課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２１０３０２２８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
長屋門公園ほか１６施設消防設備点検委託 

納入／履行場所 
長屋門公園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月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 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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 環境創造局公園緑地整備課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
  



横浜市報調達公告版 

第39号 平成28年５月31日発行 

220 

 

契約番号 １６２１０５０００５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鉄くず１３５トンほかの売払 

納入／履行場所 
神奈川水再生センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から２１日間 

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：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

発注担当課 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 １６２２０２０２５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大ごみ納付書２００円 １９６，０００枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
委託業者（金沢区鳥浜町） 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から８０日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 特殊印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【特殊印刷 市内：順位問わず 準市内：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．当該物品またはこれと同等の物品に係る製造実績を有する者であること。 

提出書類 

①設備等一覧表 

②償却資産申告書種類別明細書（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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局総務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００８８ 

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１３トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００８９ 

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４１トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
民間選別等事業者施設（金沢区福浦）ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（北部方面）２０８トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
小さな金属類（南部方面）１６５トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センターほか 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（神明台ストックヤード）３４５トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
神明台ストックヤード（資源循環局神明台処分地内） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
粗大金属（栄ストックヤード）１３１トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
栄ストックヤード（資源循環局栄工場跡地） 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 不用品買受 

格付等級 - 

登録細目 【不用品買受：鉄くず、非鉄金属くず】 

所在地区分・順位 【不用品買受 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

当該物品の買受実績又はこれと同種の買受実績を有する者 

提出書類 

不用品買受に関する実績及び搬入予定先についての申告書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９４ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（鶴見資源化センター）９３トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時３０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（金沢資源選別センター）８１トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（緑資源選別センター）１４６トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
アルミ缶プレス（戸塚資源選別センター）８０トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時４０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９８ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（鶴見資源化センター）７６トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
鶴見資源化センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５００９９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（金沢資源選別センター）７３トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
金沢資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５０１００ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（緑資源選別センター）９５トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
緑資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時５０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０５０１０１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
スチール缶プレス（戸塚資源選別センター）６０トン（概算）の売払（平成２８年８月分） 

納入／履行場所 
戸塚資源選別センター 

概要 

 

納入／履行期間等 平成２８年 ８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 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 ２時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

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

整をすること。 

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

代金の納付については、契約約款及び仕様書に記載されたとおりとする。 

※なお、当該契約期間内の契約単価の変更は行わない。 

発注担当課 資源循環局業務課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２２０３０１０９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
鶴見工場受発配電設備点検委託 

納入／履行場所 
資源循環局鶴見工場 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 １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 電気設備保守 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【電気設備保守 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

当該業務又はこれと同種の業務実績を有する者 

提出書類 

委託業務経歴書 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 資源循環局鶴見工場 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２５０２００５５ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
保存用ビスケット（江差福祉会） ９７，７００食 同等品可 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 食料品・記念品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【食料品・記念品 市内：第３位まで】 

企業規模 - 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３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 

事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含まな 

いものとして計算することとする。）の午後１時までに同等品に関する申告書等の資料を 

電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課 

へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

発注担当課 総務局危機管理課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２５０２００５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
水缶詰 ８５，７２８本 

納入／履行場所 
総務局の指定する場所 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成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 食料品・記念品 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 - 

企業規模 - 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 総務局危機管理課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２７０２００２７ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
乳児用玩具（太陽） ３１，５００個 同等品可 

納入／履行場所 
鶴見区こども家庭支援課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年１０月１４日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 保育用品・教材 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【保育用品・教材 市内：順位問わず】 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時０５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 

事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含まな 

いものとして計算することとする。）の午後１時までに同等品に関する申告書等の資料を 

電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課 

へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

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 １６２８０２０１５１ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
生活保護のしおり（相談にいらした方へ） ４８，５５０枚ほかの印刷 

納入／履行場所 
鶴見区生活支援課ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から３０日間 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 端物印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【端物印刷 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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時０５分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局生活支援課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６２８０２０１５６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
濱とも協賛店リスト ２４，０００部の印刷 

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 契約締結の日から平成２９年 ２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 オフセット印刷 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【オフセット印刷 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

１．４色機以上の印刷機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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 健康福祉局高齢健康福祉課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６３９０３００２０ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
磯子区いきいき街路樹事業業務委託 

納入／履行場所 
磯子区磯子土木事務所管内一円 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月１０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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 
  



横浜市報調達公告版 

第39号 平成28年５月31日発行 

243 

 

契約番号 １６４４０３００３３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
都筑区内市立保育所５園の定期清掃委託 

納入／履行場所 
大熊保育園ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 最低制限価格制度適用 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 建物管理 

格付等級 【建物管理：Ｃ】 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【建物管理 市内：第１位のみ】 

企業規模 中小企業 

その他 

※本案件を元請として平成２３年４月１日以降に履行した実績を有する者については、上 

記の格付等級及び企業規模は問わない。 

提出書類 

上記の格付等級又は企業規模でない者については、履行実績申告書（建物管理用） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４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 

 

発注担当課 都筑区こども家庭支援課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６４７０３００１９ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
泉区内水路緑地管理委託 

納入／履行場所 
日向山緑道ほか 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月１７日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１４日（火）午後 １時２０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ２回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 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 １６７１０２００５２ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
食器洗浄機（一槽式） １台 

納入／履行場所 
横浜市立梅林小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ８月２９日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 厨房・浴槽機器類 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【厨房・浴槽機器類 市内：第３位まで】 

企業規模 中小企業 

その他 

次のいずれかに該当する者であること。 

①当該物品又はこれと同等の物品に係る納入実績又は製造実績を有する者 

②当該物品に係るメーカー・販売代理店等の引受証明を受けた者 

提出書類 

納入（製造）実績調書又は引受証明書（納入（製造）実績がない場合） 

設計図書 
電子図渡しを行う。 

横浜市ホームページ発注情報画面より設計図書をダウンロードすること。  

入札期間 
平成２８年 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 教育委員会事務局健康教育課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
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契約番号 １６７１０２００５３ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
両面用フリーアドレスデスク（コクヨ、トヨセット又はイトーキ） ４台ほか 同等品可 

納入／履行場所 
横浜市立釜利谷西小学校 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２８年 ８月２６日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

種目 什器 

格付等級 - 

登録細目 
 

所在地区分・順位 【什器 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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３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 

事前に同等品の確認を求める場合は、入札期間の初日の３日前（ただし、休日等を含まな 

いものとして計算することとする。）の午後１時までに同等品に関する申告書等の資料を 

電子メール（送信先アドレスは「za-situmonsho@city.yokohama.jp」）により契約第二課 

へ提出すること。回答は入札期間の初日の前日までに直接行う（随時）。 

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 １６７５０２０００６ 

入札方法 電子入札による 一般競争（条件付） 

件名 
横浜市会会議録 １５４，０００枚（概算）の印刷 

納入／履行場所 
議会局議事課 

概要 

 

納入／履行期間等 契約締結の日から平成２９年 ３月３１日まで 

調査基準価格 - 

最低制限価格 - 

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 ６月１０日（金）午前 ９時００分から 

平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時００分まで  

開札予定日時 平成２８年 ６月１３日（月）午後 １時１０分  

支払い条件 前金払 しない 部分払 ８回以内 契約保証 免除 

注意事項 

 

発注担当課 議会局議事課 
  

契約事務担当課 財政局契約第二課 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




