
10 時 00 分

入札書持参による公募型指名競争入札

落札者 株式会社ワイソリューション

◎＝落札者　

第　１　回 第　２　回
最終回

（不落随契）

1 ◎ 15,340,800 15,268,800 15,073,500

※

複写サービス　入札顛末書

落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合には、くじにより決定しています。

業　　　者　　　名

入札日時 令 和 元 年 11 月 22 日

入札方式

落札者

株 式 会 社 ワ イ ソ リ ュ ー シ ョ ン

入札額（消費税を除く）（円）


	公告用


記入欄

		契約番号 ケイヤクバンゴウ																																						公募型指名競争入札 コウボガタシメイキョウソウニュウサツ						建築 ケンチク

		工事年度 コウジネンド						元		年度 ネンド				入札型式 ニュウサツカタシキ						公募型指名競争入札 コウボガタシメイキョウソウニュウサツ																				指名競争入札 シメイキョウソウニュウサツ						電気 デンキ

		書類作成年月日 ショルイサクセイネンガッピ						元		年 ネン		8		月 ガツ		27		日 ヒ																								藤田　武 フジタタケシ

		工事件名 コウジケンメイ						複写サービス フクシャ																																建築設計（監理含む） ケンチクセッケイカンリフク		坂倉　　　徹

		主管局 シュカンキョク																				委託契約名 イタクケイヤクメイ																		328：機械設備保守 キカイセツビホシュ		戸田　　豊

		工事場所 コウジバショ																		選定区 センテイク																				電気設備保守 デンキセツビホシュ		池上 　武忠

		工種 コウタネ						410：複写サービス フクシャ														登録細目 トウロクサイモク				【Ａ：複写サービス】 フクシャ														各種調査企画 カクシュチョウサキカク		前川 　睦彦

		所在地区等 ショザイチクトウ						市内又は準市内 シナイマタジュンシナイ																				順位 ジュンイ				市内３位まで、準市内１位～３位 シナイイジュンシナイイイ								設備設計 セツビセッケイ		横山　　泰英 ヨコヤマヤスヒデ

		工事担当者 コウジタントウシャ																																令和元年11月22日								佐々木　靖太 ササキセイタ

		開札日時 カイサツニチジ						令和		元		年 ネン		11		月 ガツ		22		日 ヒ				10		時 ジ		00		分 フン		さかのぼり契約は月日の記入に注意 ケイヤクツキヒキニュウチュウイ										１位 イ		平本　伸一 ヒラモトシンイチ				金子　英幸 カネコヒデユキ				岡　博幸 オカヒロユキ

		選定委員会開催日 センテイイインカイカイサイビ						令和		元		年 ネン		10		月 ガツ		23		日 ヒ				入札場所 ニュウサツバショ																		市内３位まで、準市内１位 シナイイジュンシナイイ		長谷川義洋				入谷　義一				鹿島　康晴 カシマヤスハル

		概算金額 ガイサンキンガク						￥																																建築工事 ケンチクコウジ				鴨志田　純一 カモシダジュンイチ				池田　貴光 イケダタカミツ				山本　寛 ヤマモトカン

		契約日 ケイヤクビ						令和		元		年 ネン		11		月 ガツ		22		日 ヒ														令和6年12月31日						電気設備工事 デンキセツビコウジ		―		城戸　俊彦 キドトシヒコ				蒲谷　貴光 カバヤタカミツ				尾上　耕一 オノウエコウイチ

		着手期限 チャクシュキゲン								28		年 ネン		7		月 ガツ		6		日 ヒ														10時00分						給排水衛生設備工事 キュウハイスイエイセイセツビコウジ				鎌田　修 カマタオサム				秋本　信治 アキモトシンジ				高橋　理夫 タカハシリオット

		完成期限 カンセイキゲン						令和		6		年 ネン		12		月 ガツ		31		日 ヒ		平日か確認すること ヘイジツカクニン												令和元年10月23日						冷暖房設備工事 レイダンボウセツビコウジ		市内、中小企業 シナイチュウショウキギョウ		井上　二夫 イノウエニオット				小黒　行雄 コグロユキオ				川端　富夫 カワバタトミオ

		入札方法 ニュウサツホウホウ						￥																																防水工事 ボウスイコウジ		準市内 ジュンシナイ		福岡　昭博 フクオカアキヒロ				秋山　一輝 アキヤマカズキ

		収入印紙 シュウニュウインシ						￥																																塗装工事 トソウコウジ		市外 シガイ		秋山　泰一 アキヤマヤスイチ

		委託契約名 イタクケイヤクメイ																																						通信設備工事 ツウシンセツビコウジ		市内又は準市内 シナイマタジュンシナイ		前田　俊明 マエダトシアキ

																																								電話工事 デンワコウジ				高橋　弘美 タカハシヒロミ

																																								放送設備工事 ホウソウセツビコウジ				本座　孝紀

																																								火災報知設備工事 カサイホウチセツビコウジ				田中　薫 タナカカオル

				落札金額 ラクサツキンガク						$10,896,000														印紙税 インシゼイ				$20,000												消火設備工事 ショウカセツビコウジ				鈴木　勝芳 カツヨシ

										\		1		1		9		8		5		6		0		0				締結起案日 テイケツキアンビ						43791.0				【Ａ：庁舎、学校、病院等の設計】又は【Ｆ：工事監理】 チョウシャガッコウビョウイントウセッケイマタコウジカンリ				北野　久敏 キタノヒサトシ

				契約金額 ケイヤクキンガク						$11,985,600																				請負人商号 ウケオイニンショウゴウ						富士通リース株式会社　横浜支店 フジツウカブシキカイシャヨコハマシテン				【Ｇ：シャッター】				高橋泰成 タカハシヤスナリ

										0		\		1		0		8		9		6		0		0				住所 ジュウショ						横浜市西区高島一丁目１番２号 ヨコハマシニシクタカシマイッチョウメバンゴウ				【Ａ：屋内電気】又は【Ｂ：屋外電気】 オクナイデンキマタオクガイデンキ

				消費税 ショウヒゼイ						$1,089,600																				代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ						支店長　谷頭　洋一 シテンチョウタニアタマヨウイチ				建築物劣化調査 ケンチクブツレッカチョウサ

																														入札者数 ニュウサツシャスウ						1				Ａ：電気設備設計 デンキセツビセッケイ

				開札日 カイサツビ						43,791																				辞退者数 ジタイシャスウ										横浜ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ推進事業本部

				公告日 コウコクビ						43767.0										※入力のこと ニュウリョク										予定価格 ヨテイカカク										健康保険組合

				入札参加申込締切日 ニュウサツサンカモウシコシメキリビ						43784.0										※入力のこと ニュウリョク										最低制限価格 サイテイセイゲンカカク										職員厚生会

				指名・非指名通知日 シメイヒシメイツウチビ						43784.0										※入力のこと ニュウリョク										指名者数 シメイシャスウ						1				旭区 アサヒク

																																								泉区 イズミク

																																								磯子区 イソゴク

																																								神奈川区 カナガワク

																																								金沢区 カナザワク

																																								港南区 コウナンク

																																								港北区 コウホクク

																																								栄区 サカエク

																																								瀬谷区 セヤク

																																								都筑区 ツヅキク

																																								鶴見区 ツルミク

																																								戸塚区 トツカク

																																								中区 ナカク

																																								西区 ニシク

																																								保土ヶ谷区 ホドガヤク

																																								緑区 ミドリク

																																								南区 ミナミク

																																								(財)横浜市スポーツ振興事業団 ザイヨコハマシシンコウジギョウダン

																																								(財)寿町勤労者福祉協会 ザイコトブキマチキンロウシャフクシキョウカイ





施行伺（起案用紙）

				起　　案　　用　　紙 オアンヨウカミ

																																																				整理番号(契約番号）　　　　　　 セイリバンゴウケイヤクバンゴウ

				決裁（確認）者 ケッサイカクニンシャ														□		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センムリジ										□		常務理事 ジョウムリジ								□		部　長 ブチョウ										■		課　　　  長  カチョウ

				令和				元				年 ネン		8				月 ツキ		27				日 ヒ				■		起案 オアン										□		供覧 トモラン								文書番号 ブンショバンゴウ										第 ダイ												号  ゴウ

				令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツサバマタキョウランズ																						主 管 課 シュカンカ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サクシゲルトシタビ														分　　　　　類 ブンタグイ														保 存 期 間 タモツゾンキアイダ														追　　番　　号 オバンゴウ														廃 棄 年 度 ハイストシタビ

				令和						元				年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ												5				年 ネン								3								令和						7				年度  ネンド

																				6								2

				件名 ケンメイ

								複写サービスの施行について

				処理案 ショリアン

								次のとおり施行します。 ツギシコウ

				特記事項 トッキジコウ								合併入札（契約番号2102・2013番） ガッペイニュウサツケイヤクバンゴウバン

				施行（実施）予定日 セコウジッシヨテイビ																令和				元				年 ネン		8				月 ツキ		28				日 ヒ						経費支出 ケイヒシシュツ										□		あ　り								■		な　し

				理　事　長 リコトチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		専務理事 センムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		常務理事 ジョウムリジ								月 ゲツ						部　　長 ブチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		文書管理者 ブンショカンリシャ

				／														／														／														／

																																																												文書主任 ブンショシュニン

																																																												公印承認 コウインショウニン

																																																												（　  箇所） カショ

																		課　　 長 カチョウ								月 ツキ				日 ヒ		係　　長 カカリチョウ								月				日		係　　員 カカリイン								月				日		起 案 者 オアンモノ								月				日

																		総務課長 ソウムカチョウ														契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						主管課 シュカンカ

																																庶務係長 ショムカカリチョウ

						合議 ゴウギ

				公益財団法人横浜市建築保全公社起案用紙 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャキアンヨウシ																																																																				（Ａ４）



&R



執行伺

		1				趣旨 シュシ

						複写サービス										について、第29回選定委員会（令和元年10月29日開催） レイワモトネンガツニチカイサイ

				（令和元年10月23日開催）の議決により、公募型指名競争入札を実施し、賃借人を決定し、施行

						します。

		2				件名 ケンメイ

						複写サービス

				を施行します。

		4				概要 ガイヨウ

						機器一式の借入 キキイッシキカリイレ																																																																												機器一式の借入 キキイッシキカリイレ

																																																																																		建築設備定期点検等調査及び調査報告書作成 ケンチクセツビテイキテンケントウ

		5				履行場所 リコウバショ																																																																												ＰＣＢ含有状況調査及び調査報告書作成

						設計図書のとおり セッケイトショ																																																																												建築物外壁調査及び調査報告書作成 ケンチクブツガイヘキ

																																																																																		照明器具図面作成業務 ショウメイキグズメンサクセイギョウム

		6				賃貸借期間 チンタイシャクキカン																																																																												防火設備定期点検等調査及び調査報告書作成 ボウカセツビテイキテンケントウ

						令和元年11月1日 レイワモトネンガツニチ														～		45596.0

		7				概算金額 ガイサンキンガク

						¥0

		8				支出科目 シシュツカモク

						収入印紙代 シュウニュウインシダイ

						令和22年度　一般会計　 ネンドイッパンカイケイ

						2 事業活動支出　(1) 事業費支出　ア 修繕事業費支出　(ｻ) 租税公課支出

						工事費 コウジヒ

						令和				元		年度　設備投資　　ＢＭＳ構築委託 セツビトウシコウチクイタク

						２ 経常費用　(1) 事業費　ナ 工事請負費支出 ケイジョウヒヨウ

		9				業者選定委員会審議結果 ギョウシャセンテイイインカイシンギケッカ

				(1)				開催日 カイサイビ																令和				元		年		10		月		23		日

				(2)				業者選定方法 ギョウシャセンテイホウホウ																公募型指名競争入札

				(3)				入札参加資格(条件） ニュウサツサンカシカクジョウケン

						ア				所在地区分 ショザイチクブン														市内又は準市内

						イ				種目・順位 シュメジュンイ														410：複写サービス														市内３位まで、準市内１位～３位

						ウ				細目 サイモク														【Ａ：複写サービス】

						ウ				その他 タ														横浜型地域貢献企業又は令和23・24年度優良工事施工業者表彰受賞者 ヨコハマガタチイキコウケンキギョウマタネンドユウリョウコウジセコウギョウシャヒョウショウジュショウシャ

						エ				その他 タ														当該借入物品を納入できる者であること。 トウガイカリイレブッピンノウニュウモノ

		10				公募型指名競争入札スケジュール コウボガタシメイキョウソウニュウサツ

				(1)				発注情報公開 ハッチュウジョウホウコウカイ																		43767.0

				(2)				入札参加申込締切日 ニュウサツサンカモウシコミシメキリ																		43784.0

				(3)				指名・非指名通知日 シメイヒシメイツウチビ																		43784.0

				(4)				開札日時 カイサツニチジ																		43,791																10時00分

		11				公告方法 コウコクホウホウ

						ホームページ及び公社掲示板 オヨコウシャケイジバン





指名通知確認表

				指名通知書　送付確認表 シメイツウチショソウフカクニンヒョウ

																																																		通知日 ツウチビ						43784.0

						工事件名 コウジケンメイ												複写サービス																																										契約番号 ケイヤクバンゴウ												番 バン						営繕第一課 エイゼンダイイチカ				建築第一係 ケンチクダイイチカカリ										641-3122

						入札日時　　　場所 ニュウサツニチジバショ												平成 ヘイセイ				元						年 ネン		11						月 ツキ		22						日 ヒ				10				時 ジ		00				分 フン		文書№ ブンショ						604						番 バン						営繕第二課 エイゼンダイニカ				建築第二係 ケンチクダイニカカリ										641-3125

																										公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイカイギシツ																																																				設備課 セツビカ				電気係 デンキカカリ										663-8031

																						横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																												機械係 キカイカカリ										663-8032

						図渡し日時
場所 ズワタニチジバショ												41722.0																														9時00分～正午まで ジフンショウゴ																														保全企画課 ホゼンキカクカ				技術管理係 ギジュツカンリカカリ										349-5217

																										公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャヨコハマヘイワカイエイゼンブ																																																								企画調整係 キカクチョウセイカカリ										306-7276

																						横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカクホンマチヨコハマヘイワカイ																																																								主任技術者 シュニンギジュツシャ								配置 ハイチ						主任技術者届 シュニンギジュツシャトドケ

						工事担当課・係 コウジタントウカカカリ												庶務係 ショムカカリ																						契約担当課・係 ケイヤクタントウカカカリ														総　務 フサツトム						課 カ				契約係 ケイヤクカカリ														監理技術者 カンリギジュツシャ								専任配置 センニンハイチ						配置技術者（変更）届 ハイチギジュツシャヘンコウトドケ

						問合せ先 トイアワサキ														641-5106																				問合せ先 トイアワサキ														641-3124																								受領確認 ジュリョウカクニン				11		月 ガツ		12		日 ニチ

						予定価格 ヨテイカカク																																円 エン		最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												非適用 ヒテキヨウ

						前払金 マエハラキン												なし																						部分払 ブブンハラ												なし																																								なし				適用 テキヨウ

						工　　　　期 コウキ												平成 ヘイセイ				6				年 ネン		12				月 ガツ		31				日 ニチ		まで								入札業者 ニュウサツギョウシャ										1								者 シャ																										あり				非適用 ヒテキヨウ

						入札条件 ニュウサツジョウケン												工種 コウシュ										細目 サイモク										技術者 ギジュツシャ																提出書類 テイシュツショルイ														担当 タントウ				企画調整係 キカクチョウセイカカリ

				№				業者名 ギョウシャメイ																				住所 ジュウショ																				TEL								FAX						〒						代表 ダイヒョウ				指名 シメイ

		18		1				株式会社ワイソリューション カブシキカイシャ																				横浜市戸塚区品濃町881番地16 ヨコハマシトツカクシナノウマチバンチ																				825-0419								828-7586						244-0801						代表取締役　髙橋　伸一 タカハシシンイチ				指名 シメイ				区リスト ク						ランク

		19		2				富士ゼロックス神奈川株式会社 フジカナガワカブシキカイシャ																				横浜市西区みなとみらい六丁目１番 ヨコハマシニシクロクチョウメバン																				681-1072								681-1099						220-0012						代表取締役　木下　俊二 ダイヒョウトリシマリヤクキノシタシュンジ				非指名 ヒシメイ				神奈川 カナガワ						A

		20		3																																																																								西 ニシ						B

		21		4																																																																								中 ナカ						C

		22		5																																																																								保土ケ谷 ホドガヤ

		23		6																																																																								旭 アサヒ								※１横浜市内の場合は入力しない ヨコハマシナイバアイニュウリョク

				7																																																																								港北 コウホク								※２　経審評価の場合はランクの入力なし キョウシンヒョウカバアイニュウリョク

				8																																																																								戸塚 トツカ

				9																																																																								泉 イズミ

				10																																																																								瀬谷 セヤ

				11																																																																								表彰者 ヒョウショウシャ

				12

				13				文化シヤッター株式会社																				横浜市中区吉田町６５ＥＲＶＩＣ横浜１０階																				260-0215								260-0216						231-0041						横浜営業所長　木村　哲也 ヨコハマエイギョウショチョウカミナガキムラテツヤ

				14				株式会社シンワ検査																				横浜市都筑区早渕１－２２－１５																				590-0780								590-0781						224-0025						代表取締役　古田　信和 ダイヒョウトリシマリヤク

				15				株式会社つくし建設 カブシキガイシャケンセツ																				横浜市中区不老町３－１２－６ ヨコハマシナカクフロウマチ																				212-2710								663-3849						231-0032						代表取締役　清水　健男 ダイヒョウトリシマリヤクシミズケンオトコ

				16				国際ビルサービス株式会社 コクサイカブシキガイシャ																				横浜市港北区新横浜２－５－１																				474-0641								474-0647						222-0033						代表取締役　鳥谷　尚道 ダイヒョウトリシマリヤクトリタニナオミチ

				17				株式会社ハマ防災 カブシキガイシャボウサイ																				横浜市磯子区広地町７－４																				751-6383								752-4151						235-0013						代表取締役　椙野　眞二郎 ダイヒョウトリシマリヤク

				18				文化シヤッター株式会社																				横浜市中区吉田町６５ＥＲＶＩＣ横浜１０階																				260-0215								260-0216						231-0041						横浜営業所長　木村　哲也 ヨコハマエイギョウショチョウカミナガキムラテツヤ

				19				国際ビルサービス株式会社 コクサイカブシキガイシャ																				横浜市港北区新横浜２－５－１																				474-0641								474-0647						222-0033						代表取締役　鳥谷　尚道 ダイヒョウトリシマリヤクトリタニナオミチ

				20				有限会社小倉一級建築士事務所 ユウゲンガイシャオグライッキュウケンチクシジムショ																				横浜市南区大岡2-15-22 ヨコハマシミナミクオオオカ																				711-2936								741-0579						232-0061						代表取締役　小倉　宏志 ダイヒョウトリシマリヤクオグラヒロシ

				21				有限会社ＧＴ企画 ユウゲンガイシャキカク																				横浜市西区戸部本町50-18-203 ヨコハマシニシクトベホンチョウ																				311-8052								311-8053						220-0041						取締役　土屋　秀昭 トリシマリヤクツチヤヒデアキ

				22				株式会社白川設計 カブシキカイシャシラカワセッケイ																				横浜市中区相生町6-104 ヨコハマシナカクアイオイマチ																				319-4441								319-4442						231-0012						代表取締役　白川　幹 ダイヒョウトリシマリヤクシラカワミキ

				23				株式会社山田建築設計事務所 カブシキガイシャヤマダケンチクセッケイジムショ																				横浜市緑区寺山町98-1 ヨコハマシミドリクテラヤママチ																				933-8969								933-6275						226-0013						代表取締役　山田　正美 ダイヒョウトリシマリヤクヤマダマサミ

				24				株式会社詢工房 ジュンコウボウ																				横浜市中区弁天通3-39ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ関内3-305 ベンテンドオリカンナイ																				212-4002								212-4003						231-0007						代表取締役　石塚　治 ダイヒョウトリシマリヤクイシヅカオサム

				25				株式会社米澤設計 カブシキカイシャヨネザワセッケイ																				横浜市中区長者町3-8-13　ルネ関内プラザ6Ｆ ヨコハマシナカクチョウジャマチカンナイ																				681-7811								681-7887						231-0033						代表取締役　米澤　榮三 ダイヒョウトリシマリヤクヨネザワサカエサン

				26				一級建築士事務所オフィス・アースワークス イッキュウケンチクシジムショ																				横浜市神奈川区台町16-1-802 ヨコハマシカナガワクダイマチ																				314-5360								620-8358						221-0834						代表取締役　小松原　敬 ダイヒョウトリシマリヤクコマツバラケイ

				27				株式会社川喜田建築設計事務所																				横浜市中区相生町5-79アトラスビル３Ｆ ヨコハマシナカクアイオイマチ																				201-0981								201-8114						231-0002						代表取締役　川喜田　俊敬 ダイヒョウトリシマリヤクカワキタシュンケイ

				28				株式会社ユー・アール・ユー総合研究所																				横浜市中区元町1-11-1 ヨコハマシナカクモトマチ																				662-7393								662-7394						231-0861						代表取締役　小澤　勝美 ダイヒョウトリシマリヤクオザワカツミ

				29				株式会社コア建築設計工房																				浜市中区万代町２－４－１東カン横浜パークサイド　２階																				212-3739								201-3426						231-0031						代表取締役　須永　信一
 ダイヒョウトリシマリヤク

				30				飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		飯畑設計		横浜市南区永田北２－８－２サンハイツ																				712-5750								712-5750						232-0071						代表取締役　飯畑　明広

				31				株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		株式会社サトー惠建築事務所		横浜市中区不老町１－２－７																				661-2386								224-8707						231-0032						代表取締役　佐藤　惠 ダイヒョウトリシマリヤク

				32				株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		株式会社石田建築事務所		横浜市中区寿町２－５－１川本工業ビル７階																				641-7052								641-7053						231-0026						代表取締役　大貫　浩 ダイヒョウトリシマリヤクオオヌキヒロシ

				33				株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		株式会社田設計室		横浜市中区弁天通３－３９ライオンズマンション関内第二３０６号																				650-8070								650-8930						231-0007						代表取締役　本田　真 ダイヒョウトリシマリヤク

				34				株式会社シンワ検査																				横浜市都筑区早渕１－２２－１５																				590-0780								590-0781						224-0025						代表取締役　古田　信和 ダイヒョウトリシマリヤク



郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。

郵便番号変換ウィザード: 都道府県名がありません。



指名通知 (2)

																																																建 　保 　公														第		604						号

																																																43784.0																												指名業者 シメイギョウシャ																								様 サマ

																																																																												株式会社ワイソリューション																								代表取締役　髙橋　伸一

																								指名通知書 シメイツウチショ																												（案） アン																								富士ゼロックス神奈川株式会社																								代表取締役　木下　俊二

																																																																												0																								0

						指名事業者　各位 シメイジギョウシャカクイ																																																																						0																								0

																																																																												0																								0

																																																																												0																								0

																																												公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																																0																								0

																																												理事長　二宮　智美 リジチョウニノミヤトモミ																																0																								0

																																																																												0																								0

		　 参加意向申出書の入札参加資格審査の結果、貴社を指名します。 サンカイコウモウシデショニュウサツサンカシカクシンサケッカキシャシメイ																																																																										0																								0

		　次のとおり公募型指名競争入札にご参加ください。 サンカ																																																																										0																								0

																																																																												0																								0

		入札方法														公募型指名競争入札・入札書持参方式（紙入札） コウボガタシメイキョウソウニュウサツニュウサツショジサンホウシキカミニュウサツ																																																												文化シヤッター株式会社																								横浜営業所長　木村　哲也

		件名 ケンメイ														複写サービス																																																												株式会社シンワ検査																								代表取締役　古田　信和

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														41722.0																																				9時00分～正午迄 ジフンショウゴマデ																								株式会社シンワ検査																								代表取締役　清水　健男

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部																																																												株式会社つくし建設																								代表取締役　鳥谷　尚道

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカク																																																												国際ビルサービス株式会社																								代表取締役　椙野　眞二郎

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ																令和				元				年 ネン				11				月 ツキ				22				日 ヒ						10				時 ジ				00				分 フン				入札 ニュウサツ												株式会社つくし建設																								横浜営業所長　木村　哲也

																公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室 カイギシツ																																																												国際ビルサービス株式会社																								代表取締役　鳥谷　尚道

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階																																																												株式会社ハマ防災																								代表取締役　小倉　宏志

																																																																												株式会社ハマ防災																								取締役　土屋　秀昭

		委託業務担当課
問合せ先 イタクギョウムタントウカトイアワサキ														総務課 ソウムカ										庶務係												契約担当課
問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ														総務課 ソウムカ												契約係 ケイヤクカカリ												文化シヤッター株式会社

																				641-5106																																				641-3124																				国際ビルサービス株式会社

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												開札後公表 カイフダゴコウヒョウ																最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												非適用														有限会社小倉一級建築士事務所

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		賃貸借期間 チンタイシャクキカン																令和				6				年 ネン		12				月 ガツ		31				日 ニチ		まで														有限会社ＧＴ企画

		入札回数 ニュウサツカイスウ										2				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								契約保証金 ケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		部分払								｛		する・しない										｝

		注意事項 チュウイジコウ								○		　本件は消費税率10％適用案件です。
　入札については、賃貸借期間（総賃貸借期間５年分）のリース料総額（消費税及び地方
　消費税を除く）を入札書に記載してください。 ホンケンショウヒゼイリツテキヨウアンケンニュウサツチンタイシャクキカンソウチンタイシャクキカンネンブンリョウソウガクショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾニュウサツショキサイ

										○		入札は所定の入札書により入札してください。 ニュウサツショテイニュウサツショニュウサツ

										○		入札を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の入札辞退届を提出してください。 ニュウサツキボウバアイサンカショテイニュウサツジタイトドケテイシュツ

										○		上記で定める入札方法によらない入札は無効とします。 ジョウキサダニュウサツホウホウニュウサツムコウ

										○		入札回数は２回とします。 ニュウサツカイスウカイ

												（１回目の開札の結果、入札参加者の入札のうち予定価格以下の入札がないときは、 カイメカイフダケッカニュウサツサンカシャニュウサツヨテイカカクイカニュウサツ

														２回目の入札を行いますので、入札書をご準備ください。） カイメニュウサツオコナニュウサツショジュンビ

										〇		　地方自治法施行令第167条の２第1項第８号の規定により、２回目の入札で落札者がない
　ときは、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内で合意した場合に随意契約
　を行います。 チホウジチホウセコウレイダイジョウダイコウダイゴウキテイカイメニュウサツラクサツシャサイテイカカクテイジギョウシャコウショウオコナヨテイカカクナイゴウイバアイズイイケイヤクオコナ

										○		0

																																																																														.

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公
社契約規程、横浜市公共工事の前払金に関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイヨコハマシコウキョウコウジマエバラキンカンキソクサダ

										○		入札の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意
してください。 ニュウサツコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

										○		その他、この通知書に記載のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公社
契約規程及び横浜市契約規則等の定めるところによります。 ホカツウチショキサイジコウコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイオヨヨコハマシケイヤクキソクトウサダ





指名通知

																																																建 　保 　公														第		604						号

																																																令和元年 レイワモトネン												11"月"15"日"																指名業者 シメイギョウシャ																								様 サマ

																																																																												株式会社ワイソリューション																								代表取締役　髙橋　伸一

																								指名通知書 シメイツウチショ																																																				富士ゼロックス神奈川株式会社																								代表取締役　木下　俊二

																																																																												0																								0

		株式会社ワイソリューション																																																																										0																								0

		代表取締役　髙橋　伸一																												様 サマ																																														0																								0

																																																																												0																								0

																																												公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																																0																								0

																																												理事長　二宮　智美 リジチョウニノミヤトモミ																																0																								0

																																																																												0																								0

		　 参加意向申出書の入札参加資格審査の結果、貴社を指名します。 サンカイコウモウシデショニュウサツサンカシカクシンサケッカキシャシメイ																																																																										0																								0

		　次のとおり公募型指名競争入札にご参加ください。 サンカ																																																																										0																								0

																																																																												0																								0

		入札方法 ニュウサツホウホウ														公募型指名競争入札・入札書持参方式（紙入札） コウボガタシメイキョウソウニュウサツニュウサツショジサンホウシキカミニュウサツ																																																												文化シヤッター株式会社																								横浜営業所長　木村　哲也

		件名 ケンメイ														複写サービス																																																												株式会社シンワ検査																								代表取締役　古田　信和

		図渡し日時・場所 ズワタニチジバショ														41722.0																																				9時00分～正午迄 ジフンショウゴマデ																								株式会社シンワ検査																								代表取締役　清水　健男

																公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　　営繕部																																																												株式会社つくし建設																								代表取締役　鳥谷　尚道

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階 ヨコハマシナカク																																																												国際ビルサービス株式会社																								代表取締役　椙野　眞二郎

		入札の日時・場所 ニュウサツニチジバショ																令和				元				年 ネン				11				月 ツキ				22				日 ヒ						10				時 ジ				00				分 フン				入札 ニュウサツ												株式会社つくし建設																								横浜営業所長　木村　哲也

																公益財団法人横浜市建築保全公社　会議室 カイギシツ																																																												国際ビルサービス株式会社																								代表取締役　鳥谷　尚道

																横浜市中区本町　３－３０－７　横浜平和ビル　８階																																																												株式会社ハマ防災																								代表取締役　小倉　宏志

																																																																												株式会社ハマ防災																								取締役　土屋　秀昭

		業務担当課
問合せ先 ギョウムタントウカトイアワサキ														庶務係																						契約担当課
問合せ先 ケイヤクタントウカトイアワサキ														総務課 ソウムカ												契約係 ケイヤクカカリ												文化シヤッター株式会社

																				641-5106																																				641-3124																				国際ビルサービス株式会社

		予定価格 ヨテイカカク								（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												開札後公表 カイフダゴコウヒョウ																最低制限価格 サイテイセイゲンカカク												（消費税相当額を除く） ショウヒゼイソウトウガクノゾ												非適用														有限会社小倉一級建築士事務所

		前金払 マエキンハラ								｛		する・しない										｝		賃貸借期間 チンタイシャクキカン																令和				6				年 ネン		12				月 ガツ		31				日 ニチ		まで														有限会社ＧＴ企画

		入札回数 ニュウサツカイスウ										2				回 カイ				入札保証金 ニュウサツホショウキン										免　除 メンジョ								契約保証金 ケイヤクホショウキン																		｛		免除・要求 メンジョヨウキュウ										｝

		部分払								｛		する・しない										｝

		注意事項 チュウイジコウ								○		　本件は消費税率10％適用案件です。
　入札については、賃貸借期間（総賃貸借期間５年分）のリース料総額（消費税及び地方
　消費税を除く）を入札書に記載してください。
　 ホンケンショウヒゼイリツテキヨウアンケンニュウサツチンタイシャクキカンソウチンタイシャクキカンネンブンリョウソウガクショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイノゾニュウサツショキサイ

										○		入札は所定の入札書により入札してください。 ニュウサツショテイニュウサツショニュウサツ

										○		入札を希望しない場合には、参加しないことができます。所定の入札辞退届を提出してください。 ニュウサツキボウバアイサンカショテイニュウサツジタイトドケテイシュツ

										○		上記で定める入札方法によらない入札は無効とします。 ジョウキサダニュウサツホウホウニュウサツムコウ

										○		入札回数は２回とします。 ニュウサツカイスウカイ

												（１回目の開札の結果、入札参加者の入札のうち予定価格以下の入札がないときは、 カイメカイフダケッカニュウサツサンカシャニュウサツヨテイカカクイカニュウサツ

														２回目の入札を行いますので、入札書をご準備ください。） カイメニュウサツオコナニュウサツショジュンビ

										〇		　地方自治法施行令第167条の２第1項第８号の規定により、２回目の入札で落札者がない
　ときは、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内で合意した場合に随意契約
　を行います。 チホウジチホウセコウレイダイジョウダイコウダイゴウキテイカイメニュウサツラクサツシャサイテイカカクテイジギョウシャコウショウオコナヨテイカカクナイゴウイバアイズイイケイヤクオコナ

										○		0

										○		その他この指名通知書に記載のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公
社契約規程、横浜市公共工事の前払金に関する規則の定めるところによります。 タシメイツウチショキサイジコウコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイヨコハマシコウキョウコウジマエバラキンカンキソクサダ

																																																																														.

										○		入札の公平・公正性を確保するため､この指名通知書に係る事項の取り扱いには留意
してください。 ニュウサツコウヘイコウセイセイカクホシメイツウチショカカワジコウトアツカリュウイ

										○		その他、この通知書に記載のない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公社
契約規程及び横浜市契約規則等の定めるところによります。 ホカツウチショキサイジコウコウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイオヨヨコハマシケイヤクキソクトウサダ





非指名通知書

																																																		建　保　公 ケンホコウ								第 ダイ		604				号 ゴウ

																																																		令和				元		年 ネン		11		月 ガツ		15		日 ニチ				指名		株式会社ワイソリューション																		代表取締役　髙橋　伸一

																																																																				非指名		富士ゼロックス神奈川株式会社																		代表取締役　木下　俊二

				富士ゼロックス神奈川株式会社																																																																0		0																		0

				代表取締役　木下　俊二																								様 サマ																																								0		0																		0

																																														公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ																						0		0																		0

																																														理　事　長　　二　宮　　智　美 リコトナガニミヤトモビ																						0		0																		0

																																																																				0		0																		0

																																																																						0																		0

																																																																						0																		0

		公募型指名競争入札非指名通知書																																																																				0																		0

																																																																						0																		0

																																																																						0																		0

																																																																						文化シヤッター株式会社																		横浜営業所長　木村　哲也

						次の案件の入札参加資格について、次のとおり確認したので通知します。																																																																																		代表取締役　古田　信和

				1				件名 メイ												複写サービス

				2				公表日 コウヒョウビ												令和元年 レイワモトネン								10"月"29"日"

				3				指名の有 無												無

																				　入札参加条件「種目　410：複写サービス」「細目　Ａ：複写サービス」について、令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等）に登録されていないため。
 ニュウサツサンカジョウケンシュモクフクシャサイモクフクシャレイワゲンネンドヨコハマシイッパンキョウソウニュウサツユウシカクシャメイボブッピンイタクトウトウロク

				※ 上記理由について説明を希望される方は、令和30年4月　日までに、その旨を記載 した書面を

				提出してください。

																																										担当 タントウ

																																										総務課　契約係 ソウムカケイヤクカカリ										松永・古川 マツナガフルカワ

																																										　℡　045-641-3124





指名通知起案 (2)

				起　　案　　用　　紙 オアンヨウカミ

																																																				　整理番号　　　　　　 セイリバンゴウ

				決裁（確認）者 ケッサイカクニンシャ														□		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センムリジ										□		常務理事 ジョウムリジ								□		部　長 ブチョウ										■		課　　　  長  カチョウ

				令和						元		年 ネン		1		1		月 ツキ		1		3		日 ヒ				■		起案 オアン										□		供覧 トモラン								文書番号 ブンショバンゴウ										第 ダイ				604								号  ゴウ

				令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツサバマタキョウランズ																						主 管 課 シュカンカ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サクシゲルトシタビ														分　　　　　類 ブンタグイ														保 存 期 間 タモツゾンキアイダ														追　　番　　号 オバンゴウ														廃 棄 年 度 ハイストシタビ

				令和						元				年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ														3		年 ネン								1								令和						4				年度  ネンド

																				1								2

				件名 ケンメイ

								「複写サービス」の公募型指名競争入札について

				処理案 ショリアン

								　公募型指名競争入札参加意向申出者に対し、指名通知書等を発行します。 コウボガタシメイキョウソウニュウサツサンカイコウモウシデシャタイシメイツウチショトウハッコウ

				特記事項 トッキジコウ

				施行（実施）予定日 セコウジッシヨテイビ																令和元年 レイワモトネン										11"月"15"日"																経費支出 ケイヒシシュツ										■		あ　り								□		な　し

				理　事　長 リコトチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		専務理事 センムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		常務理事 ジョウムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		部　　長 ブチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		文書管理者 ブンショカンリシャ

																																														総務部長 ソウムブチョウ

																																																												文書主任 ブンショシュニン

																																														営繕部長 エイゼンブチョウ

																																																												公印承認 コウインショウニン

																																																												（各1箇所） カクカショ

																		課　　 長 カチョウ								月 ツキ				日 ヒ		係　　長 カカリチョウ								月				日		係　　員 カカリイン								月				日		起 案 者 オアンモノ								月				日

																		総務課長 ソウムカチョウ														契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						主管課 シュカンカ

																																庶務係長 ショムカカリチョウ

						合議 ゴウギ												　営繕第二課長 エイゼンダイニカチョウ														技術管理係長 カカリチョウ

																		　技術管理課長 ギジュツカンリカチョウ														　担当係長 タントウカカリチョウ

																																　電気係長 デンキカカリチョウ

																		　設備課長 セツビカチョウ														　機械係長 キカイカカリチョウ

				公益財団法人横浜市建築保全公社起案用紙 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャキアンヨウシ																																																																				（Ａ４）

		1				趣旨 シュシ

						複写サービスについて、公募型指名競争入札参加意向申出書及び引受証明書を																																												２者より受領しました。

				入札参加資格審査の結果、 ニュウサツサンカシカクシンサケッカ																		指名通知書及び非指名通知書を発行し、ＦＡＸにより通知します。 オヨヒシメイツウチショツウチ																																																																及び委託業務経歴書

						非指名通知書については、後日郵送します。 ヒシメイツウチショゴジツユウソウ

						また、２者（㈱ハマ・メンテ・(協）横浜市建築調査機構）については参加資格の不足等により非指名通知書 シャサンカシカクフソクトウヒシメイツウチショ

				を発行します。 ハッコウ

		2				案件名 アンケンメイ

						複写サービス

		3				参加意向申出書・横浜市有資格者名簿 サンカイコウモウシデショヨコハマシユウシカクシャメイボ																																								（別添のとおり） ベッテン

						2		部 ブ

		4				通知書案 ツウチショアン										（別添のとおり） ベッテン

						指名通知書												１枚 マイ

				(2)				非指名通知書 ヒシメイツウチショ										４枚 マイ				各案件　２通 カクアンケンツウ

						ア				非指名理由 ヒシメイリユウ								３枚 マイ

								(ｱ）				株式会社ハマ・メンテ						２枚 マイ																		種目順位が不足しているため（種目：建築設計（監理含む）・順位：１位） シュモクジュンイフソクシュモクケンチクセッケイカンリフクジュンイイ

								(ｲ）				協同組合横浜市建築調査機構						１枚 マイ																		横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第64条第１項に該当するため ヨコハマシブッピンイタクトウカンキョウソウニュウサツトリアツカヨウコウダイジョウダイコウガイトウ

																		０枚 マイ																		に該当するため ガイトウ

						非指名通知書 ヒシメイツウチショ												１枚 マイ

		5				送付先　　　 ソウフサキ

						1		者 シャ

						業者名 ギョウシャメイ																		通知書 ツウチショ						代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ														住所 ジュウショ																		〒

				1		株式会社ワイソリューション																		指名 シメイ						代表取締役　髙橋　伸一														横浜市戸塚区品濃町881番地16																		244-0801

				2		富士ゼロックス神奈川株式会社																		非指名						代表取締役　木下　俊二														横浜市西区みなとみらい六丁目１番																		220-0012

				7		0																		指名 シメイ								0												0																		0								1～9

				8		0																		指名 シメイ								0												0																		0								1～9

				9		0																		指名 シメイ								0												0																		0								1～9

				10		0																		指名 シメイ								0												0																		0								1～9

				11		0																		指名 シメイ								0												0																		0								1～9

				12		0																		指名 シメイ								0												0																		0								1～9

				13		文化シヤッター株式会社																		指名 シメイ								横浜営業所長　木村　哲也												横浜市中区吉田町６５ＥＲＶＩＣ横浜１０階																		231-0041								1～9

				14		株式会社田設計室 カブシキガイシャタセッケイシツ																		指名 シメイ								代表取締役　本田　真 ダイヒョウトリシマリヤクホンダシン												横浜市中区弁天通3－39ライオンズマンション関内第二306 ヨコハマシナカクベンテンドオリカンナイダイニ																		231-0007								6～9

				15		株式会社詢工房 カブシキガイシャジュンコウボウ																		指名 シメイ								代表取締役　石塚　治 ダイヒョウトリシマリヤクイシヅカオサム												横浜市中区弁天通3－39ライオンズマンション関内第二305 ヨコハマシナカクベンテンドオリカンナイダイニ																		231-0007								6～9

				16		株式会社バク建築設計事務所 カブシキガイシャケンチクセッケイジムショ																		指名 シメイ								代表取締役　小材　裕志 ダイヒョウトリシマリヤクコザイヒロシ												横浜市港北区新横浜3-13-6新横浜葉山第3ビル702 ヨコハマシコウホククシンヨコハマシンヨコハマハヤマダイ																		222-0033								7～9

				17		有限会社元塚設計 ユウゲンガイシャモトヅカセッケイ																		指名 シメイ								代表取締役　元塚　隆文 ダイヒョウトリシマリヤクモトヅカタカフミ												横浜市栄区小菅ケ谷3-1-1ブランズ本郷台306 ヨコハマシサカエクコスガタニホンゴウダイ																		247-0007								3

						株式会社シンワ検査																		指名 シメイ								代表取締役　古田　信和												横浜市都筑区早渕１－２２－１５																		224-0025

						株式会社つくし建設																		指名 シメイ								代表取締役　清水　健男												横浜市中区不老町３－１２－６																		231-0032

		6				送付方法 ソウフホウホウ

						郵送 ユウソウ								（		￥		84						＠		￥		84		×		1		者 シャ		）

		7				通知予定日 ツウチヨテイビ

						令和元年 レイワモトネン										11"月"15"日"

		8				資料 シリョウ

				（1）				発注情報詳細（設計・測量等） セッケイソクリョウトウ

				（2）				横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 ヨコハマシブッピンイタクトウカンキョウソウニュウサツトリアツカヨウコウ





指名通知起案

				起　　案　　用　　紙 オアンヨウカミ

																																																				　整理番号　　　　　　 セイリバンゴウ										0

				決裁（確認）者 ケッサイカクニンシャ														□		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センムリジ										□		常務理事 ジョウムリジ								□		部　長 ブチョウ										■		課　　　  長  カチョウ

				令和						元		年 ネン				5		月 ツキ		2		0		日 ヒ				■		起案 オアン										□		供覧 トモラン								文書番号 ブンショバンゴウ										第 ダイ												号  ゴウ

				令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツサバマタキョウランズ																						主 管 課 シュカンカ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サクシゲルトシタビ														分　　　　　類 ブンタグイ														保 存 期 間 タモツゾンキアイダ														追　　番　　号 オバンゴウ														廃 棄 年 度 ハイストシタビ

				令和						元				年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ														3		年 ネン								1								令和						0				年度  ネンド

																				1								2

				件名 ケンメイ

								「複写サービス」の公募型指名競争入札について

				処理案 ショリアン

								　公募型指名競争入札参加意向申出者に対し、指名通知書を発行します。 コウボガタシメイキョウソウニュウサツサンカイコウモウシデシャタイシメイツウチショハッコウ

				特記事項 トッキジコウ

				施行（実施）予定日 セコウジッシヨテイビ																43784.0																										経費支出 ケイヒシシュツ										■		あ　り								□		な　し

				理　事　長 リコトチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		専務理事 センムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		常務理事 ジョウムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		部　　長 ブチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		文書管理者 ブンショカンリシャ

																																														総務部長 ソウムブチョウ

																																																												文書主任 ブンショシュニン

																																														営繕部長 エイゼンブチョウ

																																																												公印承認 コウインショウニン

																																																												（各1箇所） カクカショ

																		課　　 長 カチョウ								月 ツキ				日 ヒ		係　　長 カカリチョウ								月				日		係　　員 カカリイン								月				日		起 案 者 オアンモノ								月				日

																		総務課長 ソウムカチョウ														契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						主管課 シュカンカ

																																庶務係長 ショムカカリチョウ

						合議 ゴウギ												　営繕第二課長 エイゼンダイニカチョウ														技術管理係長 カカリチョウ

																		　技術管理課長 ギジュツカンリカチョウ														　担当係長 タントウカカリチョウ

																																　電気係長 デンキカカリチョウ

																		　設備課長 セツビカチョウ														　機械係長 キカイカカリチョウ

				公益財団法人横浜市建築保全公社起案用紙 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャキアンヨウシ																																																																				（Ａ４）

		1				趣旨 シュシ

						複写サービスについて、公募型指名競争入札参加意向

						申出書及び委託業務経歴書を																				5		者より受領しました。																																																										及び委託業務経歴書

						入札参加資格審査の結果、 ニュウサツサンカシカクシンサケッカ																		5		者が参加資格を満たしていますので、指名通知書を発行します。

						また、２者（㈱ハマ・メンテ・(協）横浜市建築調査機構）については参加資格の不足等により非指名通知書 シャサンカシカクフソクトウヒシメイツウチショ

				を発行します。 ハッコウ

		2				参加意向申出書・横浜市有資格者名簿 サンカイコウモウシデショヨコハマシユウシカクシャメイボ																																								（別添のとおり） ベッテン

		3				指名通知書案 シメイツウチショアン										（別添のとおり） ベッテン

						指名通知書														各案件 カクアンケン						5				通

				(2)				非指名通知書 ヒシメイツウチショ														各案件　２通 カクアンケンツウ

						ア				非指名理由 ヒシメイリユウ

								(ｱ）				株式会社ハマ・メンテ																								種目順位が不足しているため（種目：建築設計（監理含む）・順位：１位） シュモクジュンイフソクシュモクケンチクセッケイカンリフクジュンイイ

								(ｲ）				協同組合横浜市建築調査機構																								横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱第64条第１項に該当するため ヨコハマシブッピンイタクトウカンキョウソウニュウサツトリアツカヨウコウダイジョウダイコウガイトウ

																																				に該当するため ガイトウ

		4				送付先　　　 ソウフサキ

						5		者 シャ

						業者名 ギョウシャメイ																		通知書 ツウチショ								代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ												住所 ジュウショ																		〒

						株式会社ワイソリューション																		指名 シメイ								代表取締役　髙橋　伸一												横浜市戸塚区品濃町881番地16																		244-0801

						富士ゼロックス神奈川株式会社																		指名 シメイ								代表取締役　木下　俊二												横浜市西区みなとみらい六丁目１番																		220-0012

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						0																		指名 シメイ								0												0																		0

						文化シヤッター株式会社																		指名 シメイ								横浜営業所長　木村　哲也												横浜市中区吉田町６５ＥＲＶＩＣ横浜１０階																		231-0041

						株式会社シンワ検査																		指名 シメイ								代表取締役　古田　信和												横浜市都筑区早渕１－２２－１５																		224-0025

						株式会社つくし建設																		指名 シメイ								代表取締役　清水　健男												横浜市中区不老町３－１２－６																		231-0032

		5				送付方法 ソウフホウホウ

						郵送 ユウソウ								（		￥		410						＠		￥		82		×		5		者 シャ		）

		6				通知予定日 ツウチヨテイビ

						43784.0

		8				資料 シリョウ

				（1）				発注情報詳細（設計・測量等） セッケイソクリョウトウ

				（2）				横浜市物品・委託等に関する競争入札取扱要綱 ヨコハマシブッピンイタクトウカンキョウソウニュウサツトリアツカヨウコウ





出欠確認

		開札出欠確認表 カイサツシュッケツカクニンヒョウ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ				0

		件名 ケンメイ				複写サービス

		入札日時 ニュウサツニチジ				令和元年11月22日		10時00分

		入札場所 ニュウサツバショ				公益財団法人横浜市建築保全公社　横浜平和ビル８階　会議室　　

		出欠
確認 シュッケツカクニン		番号 バンゴウ		参加業者名 サンカギョウシャメイ

				1		株式会社ワイソリューション

				2		富士ゼロックス神奈川株式会社

				3		0

				4		0

				5		0

				6		0

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

				17

				18		0

				19		0

				20		0

				21		0

				22		0

				23		0

				24		0

				25		0

				26		0

				27		0

				28		0

				29		0



文字の間隔に
注意して入力
すること



顛末書

		

		複写サービス　入札顛末書

				令和元年11月22日						10時00分		入　札 ニュウサツ

												◎＝落札者　

		業　　　者　　　名 ギョウモノメイ						落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

										第　１　回 ダイカイ		第　２　回 ダイカイ		最終回
（不落随契） サイシュウカイフラクズイケイ

				株式会社ワイソリューション				◎		15,340,800		15,268,800		15,073,500

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

				0

										入札予定価格（円） ニュウサツヨテイカカクエン		15,240,000

										最低制限価格（円） サイテイセイゲンカカクエン		0





公告用

		

		複写サービス　入札顛末書

				入札日時 ニュウサツニチジ														令和元年11月22日																								10時00分

				入札方式 ニュウサツホウシキ														入札書持参による公募型指名競争入札 ニュウサツショジサンコウボガタシメイキョウソウニュウサツ

				落札者 ラクサツシャ														株式会社ワイソリューション

																																												◎＝落札者　

				業　　　者　　　名 ギョウモノメイ																																				落札者 ラクサツシャ		入札額（消費税を除く）（円） ニュウサツガクショウヒゼイノゾエン

																																										第　１　回 ダイカイ		第　２　回 ダイカイ		最終回
（不落随契） サイシュウカイフラクズイケイ

		1				株式会社ワイソリューション																																		◎		15,340,800		15,268,800		15,073,500

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

						0

		※		落札となるべき同価の入札をした者が複数である場合には、くじにより決定しています。

																																										入札予定価格（円）
（消費税を除く） ニュウサツヨテイカカクエン		0

																																										入札予定価格（円）
（消費税を除く）		15,240,000





仮決定

																																42481.0

		　（仮）　落　札　決　定　通　知　書 カリオチサツケツサダムツウチショ

																						公益財団法人横浜市建築保全公社総務課　契約係 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカケイヤクカカ

																様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						0

		件　　　名 ケンメイ						複写サービス

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥																（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								0												】		【収入印紙代    ￥						0				】

		上記工事の落札候補者となりましたので通知いたします。 ジョウキコウジラクサツコウホシャツウチ

		＊平成25年10月10日（金）正午までに、落札者提出物（技術者届出書等）を提出してください。 ヘイセイネンガツニチキンショウゴ

		提出書類を審査の上、落札を決定します。 テイシュツショルイシンサウエラクサツケッテイ

						決定通知書は、 ケッテイツウチショ						平成 ヘイセイ		28		年 ネン		4		月 ガツ		22		日（金）に送付いたします。 ニチキンソウフ

						決定通知書が送付されなかった時は、書類等を速やかに御返却ください。 ケッテイツウチショソウフトキショルイトウスミゴヘンキャク

																										業務担当 ギョウムタントウ				企画調整係

																										℡		306-7276



００/００/００と入力



決定通知書

																										令和		元		年 ネン		11		月 ツキ		22		日 ヒ

		　　落　札　決　定　通　知　書 オチサツケツサダムツウチショ

																		公益財団法人横浜市建築保全公社総務課　契約係 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャソウムカケイヤクカカ

																				様 サマ

		契約番号 ケイヤクバンゴウ						0

		件　　　名 ケンメイ						複写サービス

		契約金額 ケイヤクキンガク						￥		16,568,064														（消費税及び地方消費税含） ショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイフク

		　　　【消費税額     　￥ 　　　　　 　　　　　　　　       　          】								1,227,264												】		【収入印紙代    ￥										】

		上記案件の落札者となりましたので通知いたします。 ジョウキアンケンラクサツシャツウチ

																										業務担当 ギョウムタントウ				庶務係

																										℡		306-7276

																						※　業務担当に連絡をしてください。 ギョウムタントウレンラク





締結伺（起案）

				起　　案　　用　　紙 オアンヨウカミ

																																																				整理番号 セイリバンゴウ

				決裁（確認）者 ケッサイカクニンシャ														□		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センムリジ										■		常務理事 ジョウムリジ								□		部　長 ブチョウ										□		課　　　  長  カチョウ

				43791.0																								■		起案 オアン										□		供覧 トモラン								文書番号 ブンショバンゴウ										第 ダイ												号  ゴウ

				令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツサバマタキョウランズ																						主 管 課 シュカンカ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サクシゲルトシタビ														分　　　　　類 ブンタグイ														保 存 期 間 タモツゾンキアイダ														追　　番　　号 オバンゴウ														廃 棄 年 度 ハイストシタビ

				令和						元				年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ												5				年 ネン								3								令和						7				年度  ネンド

																				7								1

				件名 ケンメイ

								複写サービスに関する契約の締結について

				処理案 ショリアン

								次のとおり処理します。 ツギショリ

				特記事項 トッキジコウ

				施行（実施）予定日 セコウジッシヨテイビ																令和元年12月3日 レイワモトネンガツニチ																										経費支出 ケイヒシシュツ										■		あ　り								□		な　し

				理　事　長 リコトチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		専務理事 センムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		常務理事 ジョウムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		部　　長 ブチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		文書管理者 ブンショカンリシャ

				／														／														0														0

																																																												文書主任 ブンショシュニン

																																																												公印承認 コウインショウニン

																																																												（2箇所） カショ

																		課　　 長 カチョウ								月 ツキ				日 ヒ		係　　長 カカリチョウ								月				日		係　　員 カカリイン								月				日		起 案 者 オアンモノ								月				日
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Sheet1

		1				趣旨 シュシ

						複写サービスに関する契約について、公募型指名競争入札の結果、2回の入札を執行しましたが、

				予定価格を超過していましたので、地方自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定により、不落随契 チョウカチホウジチホウセコウレイダイジョウダイコウダイゴウキテイフラクズイケイ

				として、見積徴収した結果、予定価格の範囲内の金額で見積があり、その内容等も適正であると認められ ミツモリヨテイカカクハンイナイキンガクミツモリ

				ますので、下記事業者と複写サービス契約を締結します。 フクシャケイヤクテイケツ

						上記に伴い、入札結果（入札顛末書）を公告します。 ジョウキトモナニュウサツケッカニュウサツテンマツショコウコク

		2				契約件名 ケイヤクケンメイ

						複写サービス

		3				入札結果（落札金額） ニュウサツケッカラクサツキンガク

						¥15,073,500.-														（消費税抜き） ショウヒゼイヌ																																																																						合併１ ガッペイ				(合併入札のため、入札金額￥16,548,000-に設計金額按分率(73.87640%)を乗じた額(百円未満切捨)) ガッペイニュウサツニュウサツキンガクセッケイキンガクアンブンリツジョウガクヒャクエンミマンキリス

																																																																																										合併２ ガッペイ				(合併入札のため、入札金額￥16,548,000.-より契約番号2155番の落札金額￥12,225,000-を減じた額) ガッペイニュウサツニュウサツキンガクケイヤクバンゴウバンラクサツキンガクゲンガク

		4				契約方法 ケイヤクホウホウ

						契約規程第29条及び令和21年度電気設備緊急改修工事業者募集要項に基づき契約します。 ケイヤクキテイダイジョウオヨネンドデンキセツビキンキュウカイシュウコウジギョウシャボシュウヨウコウモトケイヤク

		4				契約の相手方 ケイヤクアイテガタ

						株式会社ワイソリューション																										※令和27年度入札参加条件一部免除対象者 ネンドニュウサツサンカジョウケンイチブメンジョタイショウシャ

								横浜市戸塚区品濃町881番地16

								代表取締役　髙橋　伸一

		5				契約期間 ケイヤクキカン

						令和				元 モト		年		11		月		22		日		～		令和 レイワ				6				年 ネン		12		月 ガツ		31		日 ニチ

		6				賃借料額 チンシャクリョウガク

						¥16,580,850.-														（消費税込み） ショウヒゼイコミ

		7				支払方法 シハライホウホウ

						毎月後払い マイツキアトハラ

		8				物件の引渡し（納入期限） ブッケンヒキワタノウニュウキゲン

						令和元年12月27日 レイワモトネンガツニチ

		9				契約予定日 ケイヤクヨテイビ

						令和				元		年 ネン		11		月 ガツ		22		日 ヒ

		10				公告予定日 コウコクヨテイビ

						令和 レイワ				元 モト		年 ネン		12		月 ガツ		3		日 ヒ

		11				契約保証金 ケイヤクホショウキン

						契約規程施行要領第17条第２項を準用し免除します。 ケイヤクキテイセコウヨウリョウダイジョウダイコウジュンヨウメンジョ

		12				支出科目 シシュツカモク

						収入印紙代 シュウニュウインシダイ

						令和21年度　一般会計　 ネンドイッパンカイケイ

						2 事業活動支出　(1) 事業費支出　ア 修繕事業費支出　(ｻ) 租税公課支出

						工事費 コウジヒ

						令和				元 モト		年度　設備投資　　 セツビトウシ

						２ 経常費用　(1) 事業費　ナ 工事請負費

						精算払（指示書により施工し完成した工事ごとに行う） セイサンハラシジショセコウカンセイコウジオコナ

						根拠法令 コンキョホウレイ

						(1)				工事請負契約約款第33条 コウジウケオイケイヤクヤッカンダイジョウ

						(2)				電気設備緊急改修工事発注要領 デンキセツビキンキュウカイシュウコウジハッチュウヨウリョウ

						(3)				横浜市東部方面施設電気設備緊急改修工事　特記仕様書 ヨコハマシトウブホウメンシセツデンキセツビキンキュウカイシュウコウジトッキシヨウショ

		9				停止条件 テイシジョウケン

								この執行伺は、横浜市議会と当公社理事会の議決を停止条件とする執行伺です。 シッコウウカガイヨコハマシギカイトウコウシャリジカイギケツテイシジョウケンシッコウウカガイ

								横浜市議会及び当公社理事会の議決がなければ、有効な執行伺として成立しません。 ヨコハマオヨトウコウシャリジカイギケツユウコウシッコウウカガイセイリツ

		13				添付資料 テンプシリョウ

				(1)				入札てん末書 ニュウサツマツショ

				(2)				入札顛末書 ニュウサツテンマツショ

				(3)				入札予定価格調書 ニュウサツヨテイカカクチョウショ

				(4)				出欠確認表 シュッケツカクニンヒョウ												指名 シメイ												1		者 シャ

				(5)				入札書 ニュウサツショ												3		通 ツウ

				(6)				契約書案 ケイヤクショアン

				(7)				入札顛末書（公告用） ニュウサツテンマツショコウコクヨウ

				(10)



くじの場合は、
「くじ結果」を２番目に入れる
１　入札状況登録
２　くじ結果表示
３　内訳書

辞退・無効がある場合
（内　辞退〇者　●㈱）
（内　無効〇者　●㈱）

優良表彰者



Sheet2

		11				入札書の件名について ニュウサツショケンメイ

								「東戸塚駅東口第二自転車駐車場ほか１施設改修工事」の入札書及び封筒記載件名に ヒガシトツカエキヒガシグチダイニジテンシャチュウシャジョウシセツカイシュウコウジニュウサツショオヨフウトウキサイケンメイ

						ついて、合併入札の「戸塚駅東口EV棟外壁改修その他工事」を併記されている場合も、 ガッペイニュウサツトツカエキヒガシグチムネガイヘキカイシュウタコウジヘイキバアイ

						契約規程第15条に基づき入札を有効とします。 モト

		12				参考 サンコウ

						横浜市建築保全公社契約規程（抜粋） ヨコハマシバッスイ

						（入札の無効）

						第１５条　理事長が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その入札は無効とする。 ダイジョウ

								(1)　入札参加資格のない者が入札をしたとき、又は第12条第３項に規定する委任状

								を提出しない代理人が入札したとき。 ダイリニンニュウサツ

								(2)　入札書が所定の日時までに総務課長に提出されないとき。

								(3)　入札事項を表示しないとき、又は一定の金額をもって価格を若しくは価額を表

								　 示しないとき。

								(4)　同一事項に対し２通以上の入札をしたとき。

								(5)　他人の代理をかね、又は２人以上の代理をしたとき。

								(6)　入札書に記名押印のないとき。

								(7)　入札書の記載要領がはっきりしないとき。

								(8)　入札に関し不正の行為があったとき。

								(9)　その他この規程又は理事長の定める条件に違反したとき。

						（入札の方法） ニュウサツホウホウ

						第１２条　条件付一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を総務課長に提出し ダイジョウジョウケンツイッパンキョウソウニュウサツサンカモノニュウサツショソウムカチョウテイシュツ

								なければならない。

						２　前項の規定による入札書の提出は、封筒に入れ、直接総務課長に提出する方法に ゼンコウキテイニュウサツショテイシュツフウトウイチョクセツソウムカチョウテイシュツホウホウ

								より行わなければならない。

						３　代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければ ダイリニンニュウサツサンカモノニュウサツマエイニンジョウテイシュツ

								ならない。





契約書

		年度 ネンド						契約番号 ケイヤクバンゴウ																																																																						収入印紙 シュウニュウインシ

																						委　託　契　約　書 イコトヅケチギリヤクショ

		1				委託名 イタクメイ										複写サービス

		2				履行場所 リコウバショ										0

		3				履行期間 リコウキカン														■				期間 キカン				令和				元				年 ネン		11				月 ガツ		22				日　日 ニチニチ		から				令和				6				年 ネン		12				月 ガツ		31				日 ニチ		まで

						又は期限 マタキゲン														□				期限 キゲン						□		令和								年 ネン						月 ゲツ						日　日 ニチニチ		まで

																														□		契約締結日から ケイヤクテイケツビ																日以内 ニチイナイ

		4				契約代金額 ケイヤクダイキンガク																						億 オク						千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						万 マン						千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						円 エン

																																1						1						9						8						5						6						0						0

																				■		課税業者（うち取引に係る消費税及び地方消費税） カゼイギョウシャトリヒキカカショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイ

																																		千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						万 マン						千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						円 エン

																																						1						0						8						9						6						0						0

																				□		免税業者 メンゼイギョウシャ

		5				契約区分 ケイヤククブン														■		確定契約 カクテイケイヤク																				□		概算契約 ガイサンケイヤク

		6				前払金 マエハラキン														□		する																				■		しない																																																		□

		7				部分払 ブブンハラ														□		する				（１回以内） カイイナイ																■		しない																																																		■

		8				部分払の基準 ブブンハラキジュン														□		以下のとおり イカ																				■		設計書のとおり セッケイショ

				業務内容 ギョウムナイヨウ																		履行予定月 リコウヨテイツキ														数量 スウリョウ										単位 タンイ										単価 タンカ										金額 キンガク

																																																＊		単価及び金額は消費税等額は含まない金額 タンカオヨキンガクショウヒゼイトウガクフクキンガク

		9				委託代金の支払場所 イタクダイキンシハラバショ																				公益財団法人横浜市建築保全公社指定金融機関 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャシテイキンユウキカン

		10				契約保証金 ケイヤクホショウキン														免　除 メンジョ

		11				特約条項 トクヤクジョウコウ

				上記の委託について、委託者公益財団法人横浜市建築保全公社と受託者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは、

				おのおの対等な立場において合意に基づいて、別添の約款の条項（特約条項がある場合は、それを含む。）に

				よって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

						この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保有するものとする。

						令和				元				年 ネン		11				月 ガツ		22				日 ニチ

																										委託者 イタクシャ								横浜市中区本町３丁目３０番地７ ヨコハマシナカクホンチョウチョウメバンチ

																																		公益財団法人　横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																		理事長 リジチョウ												二　宮　智　美 ニミヤトモビ																												印 イン

																										受託者 ジュタクシャ								所在地 ショザイチ

																																		商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ

																																		代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ																																								印 イン





契約書案

		年度 ネンド						契約番号 ケイヤクバンゴウ																																																																								収入印紙 シュウニュウインシ

																						賃　貸　借　契　約　書 チンカシシャクケイヤクショ

																																																																																$20,000

		１　賃貸借物件　　　　　																		複写サービス																																																						（■明細は別紙のとおり）

		２　物件保管場所　　　　　																		横浜市中区本町３丁目30番地７　横浜平和ビル８階 ヨコハマシナカクホンチョウチョウメバンチヨコハマヘイワカイ

		３　賃貸借期間　　　　　																		令和				元				年 ネン		11						月 ガツ		1				日　日 ニチニチ		から				令和				6				年 ネン		12				月 ガツ		31				日 ニチ		まで

		４　賃貸借期間更新期限　　　																		令和　６　年　10　月　31　日

		5		賃借料額																								億 オク						千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						万 マン						千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						円 エン

																										￥						1						1						9						8						5						6						0						0

																				■		課税業者（うち取引に係る消費税及び地方消費税） カゼイギョウシャトリヒキカカショウヒゼイオヨチホウショウヒゼイ

																																				千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						万 マン						千 セン						百 ヒャク						十 ジュウ						円 エン

																																		￥						1						0						8						9						6						0						0

																				□		免税業者 メンゼイギョウシャ

		6				支払方法 シハラホウホウ														毎月後払い　　														月額賃借料　　　　　　　　　　										199,760												円 エン				60				回 カイ

																				　　　　　　　　　　　　　																																														※月額賃借料は消費税等額を含む金額

		7				物件の引渡														引渡期日　　令和　元　年　10　月　28　日

																				検査期日　　令和　元　年　10　月　28　日

		8				設置及び返還に
係る費用負担 セッチオヨヘンカンカカヒヨウフタン														設　置　；■賃貸人・□貸借人

																				返　還　；■賃貸人・□貸借人

		9				賃借料の支払場所 チンシャクリョウシハライバショ														公益財団法人横浜市建築保全公社指定金融機関 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャシテイキンユウキカン

		10				契約保証金 ケイヤクホショウキン														免　除 メンジョ

		11				特約条項 トクヤクジョウコウ

				上記の賃貸借について、賃借人 公益財団法人横浜市建築保全公社と賃貸人富士通リース株式会社　横浜支店とは、

				おのおの対等な立場において合意に基づいて、別添の約款の条項（特約条項がある場合は、それを含む。）によって

				賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

						この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保有するものとする。

						令和				元				年 ネン		11				月 ガツ		22				日 ニチ

																										賃借人 チンシャクニン												横浜市中区本町３丁目３０番地７ ヨコハマシナカクホンチョウチョウメバンチ

																																						公益財団法人　横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																						理事長 リジチョウ												二　宮　智　美 ニミヤトモビ																														印 イン

																										賃貸人 チンタイニン								所在地 ショザイチ										横浜市西区高島一丁目１番２号

																																		商号又は名称 ショウゴウマタメイショウ										富士通リース株式会社　横浜支店

																																		代表者職氏名 ダイヒョウシャショクシメイ										支店長　谷頭　洋一																																				印 イン



（　案　）



てんまつ書

		

																						入札てん末書 ニュウサツマツショ

		公募型指名競争入札 コウボガタシメイキョウソウニュウサツ

										複写サービス

		委託名 イタクメイ																																																																																		競争入札 キョウソウニュウサツ

																																																																																				指名競争入札 シメイキョウソウニュウサツ

										0

		主管局 シュカンキョク

		契約の ケイヤク										株式会社ワイソリューション																								代表取締役　髙橋　伸一

		相手方 アイテカタ

														16,580,850

		契約金額 ケイヤクキンガク										￥																						契約保証金 ケイヤクホショウキン										要求　・　免除 ヨウキュウメンジョ

		契約年月日 ケイヤクネンガッピ								令和				元				年 ネン				11		月 ガツ				22		日 ニチ				前払金 マエハラキン										する  ・   しない

		納入期限 ノウニュウキゲン								令和				元 モト				年 ネン				12		月 ガツ				31		日 ニチ				部分払 ブブンハラ										する  ・   しない										（60回） カイ

										令和				元 モト				年 ネン				11		月 ガツ				２２		日 ニチ

		契約期間 ケイヤクキカン																				～												支出科目 シシュツカモク										令和				元 モト		年度　設備投資　　 セツビトウシ

										令和				6				年 ネン				12		月 ガツ				31		日 ニチ

		入札日時 ニュウサツニチジ								令和				元		年 ネン		11		月 ガツ		22		日 ヒ		10時00分								業者数 ギョウシャスウ										1		者 シャ

		備　　考 ソナエコウ

																消費税額 ショウヒゼイガク								$1,240,050

																収入印紙代 シュウニュウインシダイ								\20,000

		入札てん末 ニュウサツマツ				項　　目 コウメ																第１回入札額 ダイカイニュウサツガク																第2回入札額 ダイカイニュウサツガク														最終回（不落随契） サイシュウカイフラクズイ

						最　低　業　者 サイテイギョウモノ																株式会社ワイソリューション

																								$15,340,800																15,268,800														15,073,500

																																																						16,580,850

		(備考）				入札条件								＜種目＞ シュモク						410：複写サービス														＜細目＞						【Ａ：複写サービス】

														＜順位＞ ジュンイ						市内３位まで、準市内１位～３位														＜所在地区分＞ ショザイチブン												市内又は準市内





資格確認起案

				起　　案　　用　　紙 オアンヨウカミ

																																																				契約番号 ケイヤクバンゴウ										0

				決裁（確認）者 ケッサイカクニンシャ														□		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センムリジ										□		常務理事 ジョウムリジ								□		部　長 ブチョウ										□		課　　　  長  カチョウ

				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				■		起案 オアン										□		供覧 トモラン								文書番号 ブンショバンゴウ										第 ダイ												号  ゴウ

				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツサバマタキョウランズ																						主 管 課 シュカンカ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サクシゲルトシタビ														分　　　　　類 ブンタグイ														保 存 期 間 タモツゾンキアイダ														追　　番　　号 オバンゴウ														廃 棄 年 度 ハイストシタビ

				平成 ヘイセイ						2		0		年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ												5				年 ネン								3								平成 ヘイセイ						2		6		年度  ネンド

																				6								2

				件名 ケンメイ

								条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書について ジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

				処理案 ショリアン

										契約規程施行要領第10条第３項に基づき、次のように施行します。 ケイヤクキテイセコウヨウリョウダイジョウダイコウモトツギセコウ

				特記事項 トッキジコウ

				施行（実施）予定日 セコウジッシヨテイビ																平成 ヘイセイ				2		0		年 ネン				9		月 ツキ		2		5		日 ヒ						経費支出 ケイヒシシュツ										■		あ　り								□		な　し

				理　事　長 リコトチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		専務理事 センムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		常務理事 ジョウムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		部　長 ブチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		文書管理者 ブンショカンリシャ

																																																												文書主任 ブンショシュニン

																																																												公印承認 コウインショウニン

																																																												（　1箇所） カショ

																		課　　 長 カチョウ								月 ツキ				日 ヒ		係　　 長 カカリチョウ								月				日		係　　 員 カカリイン								月				日		起 案 者 オアンモノ								月				日

																		総務課長 ソウムカチョウ														契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						主管課 シュカンカ

																																庶務係長 ショムカカリチョウ																												電 話 デンハナシ

						合議 ゴウギ

				財団法人横浜市建築保全公社起案用紙 ザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャキアンヨウシ																																																																				（Ａ４）

		1				趣旨 シュシ

						契約番号番複写サービスの落札候補者である。「株式会社　八代産業」に対し、契約規程施行要領第10条第３項に基づき、入札参加資格の確認審査をした結果、参加資格を満たさないことが判明した為、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知を発行し通知します。																																																																																						契約番号2174番細谷戸保育園屋上防水改修その他工事の落札候補者である。「株式会社八代産業」に対し、契約規程施行要領第10条第３項に基づき、入札参加資格の確認審査をした結果、参加資格を満たさないことが判明した為、条件付一般競争入札参加資格確認結果通知を発行し通知する。

		2				通知対象案件 ツウチタイショウアンケン

						契約番号 ケイヤクバンゴウ										0

						件　　名 ケンメイ										複写サービス

						公　告　日 コウコクビ										39700.0

						開札日時 カイサツビジ										39716.0														0.375

		3				入札参加資格無しの理由 ニュウサツサンカシカクナリユウ

						主たる営業所の所在区が公告記載の所在区指定以外にある為 シュエイギョウショショザイクコウコクキサイショザイクシテイイガイタメ

		4				通知先 ツウチサキ

						業者名 ギョウシャメイ										株式会社　八代産業 カブシキカイシャヤシロサンギョウ

						所在地 ショザイチ										横浜市西区浅間町４－３５０－２ ヨコハマシニシクセンゲンマチ

		5				通知方法 ツウチホウホウ

						郵送により送付 ユウソウソウフ												（送料　　　82円） ソウリョウエン

		6				資料 シリョウ

				(1)				条件付一般競争入札参加資格確認通知書(案） ジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンツウチショアン

				(2)				入札状況登録 ニュウサツジョウキョウトウロク

				(3)				調達公告 チョウタツコウコク

				(4)				横浜市入札参加有資格者名簿 ヨコハマシニュウサツサンカユウシカクシャメイボ

				(5)				契約規程施行要領 ケイヤクキテイセコウヨウリョウ

		7				今後の対応 コンゴタイオウ

						調達公告５－（３）－イにより、次点である株式会社櫻井塗装工業所を落札候補者とし事務手続きを行います。 チョウタツコウコクジテンカブサクライトソウコウギョウショラクサツコウホシャジムテツヅオコナ



&R



入札参加資格確認通知

		

																																																												建保公第 ケンタモツコウダイ								879						号 ゴウ

																																																														平成 ヘイセイ		28		年 ネン		4		月 ガツ		1		日 ニチ

		公募型指名競争入札参加資格確認結果通知書 コウボガタシメイキョウソウニュウサツサンカシカクカクニンケッカツウチショ

						ナトリ電設株式会社																						様 サマ

																																																				公益財団法人横浜市建築保全公社 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャ

																																																				理 事 長 リコトチョウ								鈴木　伸哉 スズキノブヤ

				次の公募型指名競争入札の入札参加資格について、次のとおり確認しましたので通知します。 ツギコウボガタシメイキョウソウニュウサツニュウサツサンカシカクツギカクニンツウチ

						1				契約番号 ケイヤクバンゴウ																				0

						2				件名 ケンメイ																				複写サービス

						3				公告日 コウコクヒ																				42453.0

						4				入札日 ニュウサツヒ																				43791.0

						5				入札参加資格の有無 ニュウサツサンカシカクウム																				有・無 アナ

												入札参加資格が無いと認めた理由 ニュウサツサンカシカクナミトリユウ

														主たる営業所の所在区が公告記載の所在区指定以外にある為





不調起案

				起　　案　　用　　紙 オアンヨウカミ

																																																				整理番号(契約番号）　　　　　　 セイリバンゴウケイヤクバンゴウ																0

				決裁（確認）者 ケッサイカクニンシャ														□		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センムリジ										□		常務理事 ジョウムリジ								□		部　長 ブチョウ										■		課　　　  長  カチョウ

				平成 ヘイセイ				2		7		年 ネン				9		月 ツキ				5		日 ニチ				■		起案 オアン										□		供覧 トモラン								文書番号 ブンショバンゴウ										第 ダイ												号  ゴウ

				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツサバマタキョウランズ																						主 管 課 シュカンカ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サクシゲルトシタビ														分　　　　　類 ブンタグイ														保 存 期 間 タモツゾンキアイダ														追　　番　　号 オバンゴウ														廃 棄 年 度 ハイストシタビ

				平成 ヘイセイ						2		7		年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ												5				年 ネン								3								平成 ヘイセイ						3		1		年度  ネンド

																				6								2

				件名 ケンメイ

								複写サービスの入札結果について

				処理案 ショリアン

								契約規程第16条第１項、調達公告３(6)にもとづき、不調とします。 ケイヤクキテイダイジョウダイコウチョウタツコウコクフチョウ

				特記事項 トッキジコウ

				施行（実施）予定日 セコウジッシヨテイビ																平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ						経費支出 ケイヒシシュツ										□		あ　り								□		な　し

				理　事　長 リコトチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		専務理事 センムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		常務理事 ジョウムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		部　　長 ブチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		文書管理者 ブンショカンリシャ

																																																												文書主任 ブンショシュニン

																																																												公印承認 コウインショウニン

																																																												（2箇所） カショ

																		課　　 長 カチョウ								月 ツキ				日 ヒ		係　　長 カカリチョウ								月				日		係　　員 カカリイン								月				日		起 案 者 オアンモノ								月				日

																		総務課長 ソウムカチョウ														契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						主管課 シュカンカ

																																庶務係長 ショムカカリチョウ

						合議 ゴウギ

				公益財団法人横浜市建築保全公社起案用紙 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャキアンヨウシ																																																																				（Ａ４）

		1				趣旨 シュシ

						保土ケ谷区総合庁舎駐車場泡消火設備改修工事の条件付一般競争入札において、落札候補者 ホドガヤクソウゴウチョウシャチュウシャジョウアワショウカセツビカイシュウコウジラクサツコウホシャ

				に対し、入札参加資格の確認を行った結果、監理技術者資格が不足していることが判明し、 タイニュウサツサンカシカクカクニンオコナケッカカンリギジュツシャシカクフソクハンメイ

				調達公告５(3)イに基づき手続きを繰り返した結果、応札した全者が入札参加資格を満たさない チョウタツコウコクモトテツヅキクカエケッカオウサツゼンシャニュウサツサンカシカクミ

				ことが判明しましたので、不調とします。 ハンメイフチョウ																																																																																										趣旨 シュシ

																																																																																														応札０ オウサツ

																																																																																														　〇〇工事の△△型条件付一般競争入札において、入札がありませんでしたので、調達公告３(6)に基き不調とします。 コウジガタジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツニュウサツチョウタツコウコクモトヅフチョウ

		2				添付資料 テンプシリョウ

				(1)				入札予定価格調書 ニュウサツヨテイカカクチョウショ

				(2)				入札状況登録・入札結果登録 ニュウサツジョウキョウトウロクニュウサツケッカトウロク																																																																																						金額無し キンガクナ

				(3)				取止め不調通知 トリヤフチョウツウチ																																																																																						〇〇工事の△△型条件付一般競争入札において、入札の結果予定価格の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格での入札がありませんでしたので、契約規程第16条１項及び調達公告３(6)に基づき不調とします。 コウジガタジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツニュウサツケッカヨテイカカクハンイナイカカクサイテイセイゲンカカクイジョウカカクニュウサツケイヤクキテイダイジョウコウオヨチョウタツコウコクモトフチョウ

				(4)				調達公告 チョウタツコウコク

				(5)				公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャケイヤクキテイ

																																																																																														資格なし趣旨 シカクシュシ

																																																																																														〇〇工事の△△型条件付一般競争入札において、落札候補者に、入札参加資格の確認を行った結果、○○の資格が不足していることが判明し、調達公告５(4)イに基づく手続きを行った結果、応札した全者が入札参加資格を満たさないことが判明しましたので、不調とします。 コウジガタジョウケンツキイッパンキョウソウニュウサツラクサツコウホシャニュウサツサンカシカクカクニンオコナケッカシカクフソクハンメイチョウタツコウコクモトテツヅオコナケッカオウサツゼンシャニュウサツサンカシカクミハンメイフチョウ



辞退届等がある場合は、届数を除いた数を記載
（７）辞退届　　○通



回答書起案

				起　　案　　用　　紙 オアンヨウカミ

																																																				　整理番号　　　　　　 セイリバンゴウ

				決裁（確認）者 ケッサイカクニンシャ														□		理事長 リジチョウ										□		専務理事 センムリジ										□		常務理事 ジョウムリジ								□		部　長 ブチョウ										■		課　　　  長  カチョウ

				平成 ヘイセイ				2		7		年 ネン				6		月 ツキ		2		5		日 ニチ				■		起案 オアン										□		供覧 トモラン								文書番号 ブンショバンゴウ										第 ダイ												号  ゴウ

				平成 ヘイセイ								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ				決　裁又は供覧済み ケツサバマタキョウランズ																						主 管 課 シュカンカ												総 ソウ				務 ム				課 カ

				作 成 年 度 サクシゲルトシタビ														分　　　　　類 ブンタグイ														保 存 期 間 タモツゾンキアイダ														追　　番　　号 オバンゴウ														廃 棄 年 度 ハイストシタビ

				平成 ヘイセイ						2		7		年度 ネンド						目 モク				－				節 セツ												5				年 ネン								3								平成 ヘイセイ						3		3		年度  ネンド

																				6								2

				件名 ケンメイ

								公募型指名競争入札の回答について コウボガタシメイキョウソウニュウサツカイトウ

				処理案 ショリアン

								次のとおり公告します。 ツギコウコク

				特記事項 トッキジコウ

				施行（実施）予定日 セコウジッシヨテイビ																平成 ヘイセイ				2		7		年 ネン				6		月 ツキ		2		6		日 ヒ						経費支出 ケイヒシシュツ										□		あ　り								■		な　し

				理　事　長 リコトチョウ												日 ニチ		専務理事 センムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		常務理事 ジョウムリジ								月 ゲツ				日 ニチ		部　　長 ブチョウ								月 ゲツ				日 ニチ		文書管理者 ブンショカンリシャ

																																														総務部長 ソウムブチョウ

																																																												文書主任 ブンショシュニン

																																														営繕部長 エイゼンブチョウ

																																																												公印承認 コウインショウニン

																																																												（　  箇所） カショ

																		課　　 長 カチョウ								月 ツキ				日 ヒ		係　　長 カカリチョウ								月				日		係　　員 カカリイン								月				日		起 案 者 オアンモノ								月				日

																		総務課長 ソウムカチョウ														契約係長 ケイヤクカカリチョウ

						主管課 シュカンカ

																																庶務係長 ショムカカリチョウ

						合議 ゴウギ

				公益財団法人横浜市建築保全公社起案用紙 コウエキザイダンホウジンヨコハマシケンチクホゼンコウシャキアンヨウシ																																																																				（Ａ４）

		1				趣旨 シュシ

						公募型指名競争入札の質問に対する回答を公告します。 コウボガタシメイキョウソウニュウサツシツモンタイカイトウコウコク

		2				公告案 コウコクアン

				(1)				質問に対する回答  シツモンタイカイトウ														（別添のとおり） ベッテン

						ア				開札日 カイサツビ										平成27年７月16日開札分 ヘイセイネンガツニチカイサツブン																				（公募型指名競争入札） コウボガタシメイキョウソウニュウサツ

						イ				件　名 ケンメイ										1						横浜市民ギャラリーほか９施設建築物外壁調査委託 ヨコハマシミンシセツケンチクブツガイヘキチョウサイタク

																				2						岩井原中学校ほか１校武道場照明設備改修工事

																				3						中山中学校ほか１校高圧引込ケーブル改修工事

																				4						公田小学校教室等照明設備改修工事

				(2)				契約結果（入札情報公開システム） ケイヤクケッカニュウサツジョウホウコウカイ																										（別添のとおり） ベッテン

						ア				開札日 カイサツビ										平成27年４月30日開札分　―　１件 ヘイセイネンガツヒカイサツブンケン

						イ				件　名 ケンメイ										1						岡村小学校ほか１校不足教室空調設備設置工事 オカムラショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				2						長津田小学校ほか２校不足教室空調設備設置工事 ナガツタショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				3						藤の木小学校ほか２校不足教室空調設備設置工事 フジキショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				4						大綱小学校ほか２校不足教室空調設備設置工事 オオツナショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				5						浅間台小学校ほか１校不足教室空調設備設置工事 センゲンダイショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				6						日野南中学校ほか１校不足教室空調設備設置工事 ヒノミナミチュウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				7						上川井小学校ほか１校不足教室空調設備設置工事 カミカワイショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				8						市ケ尾小学校ほか１校不足教室空調設備設置工事 シオショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

																				9						根岸小学校ほか１校不足教室空調設備設置工事 ネギシショウガッコウコウフソクキョウシツクウチョウセツビセッチコウジ

		3				掲載方法 ケイサイホウホウ

						ホームページ																（		回答　１件 カイトウケン										）		契約結果　９件 ケイヤクケッカケン														）		契約結果　１件 ケイヤクケッカケン														）

				(2)				掲示板 ケイジバン														（		〃										）		〃														）		〃														）

		4				公告予定年月日 コウコクヨテイネンガッピ

						平成27年６月26日（金） ヘイセイネンガツニチキン





Sheet3

		





50億円を超えるもの480,000円


50億円以下のもの320,000円


10億円　　〃160,000円


５億円 　　〃60,000円


１億円　 　〃30,000円


5,000万円 〃10,000円


1,000万円 〃5,000円


500万円　 〃1,000円


300万円 　〃500円


200万円　 〃200円


100万円　 〃200円


1万円未満のもの非課税




