
公益財団法人横浜企業経営支援財団発注情報詳細 

 

平成29年２月７日発行 

番号 横企総務第 192号（１） 

入札方法 入札書の持参による一般競争入札（条件付） 

件名 横浜市産学共同研究センター及び横浜新技術創造館 清掃業務 

納入/履行場所 横浜市鶴見区末広町 1-1-40他 横浜市産学共同研究センター・横浜新技術創造館 

概要 

１ 日常清掃（ごみ収集・分別、モップがけ、バキューム、建物周囲 等） 

２ 定期清掃（ワックス塗布、床ポリッシャー、カーペットクリーニング、ガラス清掃 等） 

３ 特別清掃（照明器具、ブラインド、換気口・吹出口 等） 

納入/履行期間 

平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日まで 

業務実績報告書などによる業務評価が良好の場合、期間１年の契約延長を最大２回まで（平成32年３月31日まで）

行うことが可能。 

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 

平成 27・28年度の横浜市における入札参加資格登録を有する者で、次の条件をすべて満たす者。 

種目 建物管理 

格付等級 ― 

細目 Ａ：庁舎・事務所等清掃 

規模 中小企業 

所在地区分 市内 

その他 鶴見区内に主たる営業所の所在地があること 

提 

出 

書 

類 

入札者 

(1) 入札書 

(2) 代表者印の印鑑証明書（発行日から３か月以内） 

(3) 委任状及び受任者の印鑑証明書（受任者の氏名、印鑑で入札、契約する場合）（発行日から３か月以内） 

(4) 業務費内訳書 

落札者 ― 

設計図書 電子図渡しを行う。当財団ホームページからダウンロードすること。 

入札及び開札日時 平成 29年２月 22日（水）  午前９時 30分（受付 午前９時 15分～） 

入札及び開札場所 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 大会議室 

横浜市中区太田町 2-23 横浜メディア・ビジネスセンター７階 

電話 045(225)3700（総務部） 

支払条件 
前払金 しない 部分払 12回以内 

契約保証金 免除 履行保険 付保しない 

注意事項 

この契約は、平成 29年度公益財団法人横浜企業経営支援財団各会計予算が平成 29年３月 31日までに

当財団理事会において可決された上、同年４月１日を履行期間開始日とする契約書を交換することに

よって確定するものとする。 

発注担当課 
施設経営部 鶴見末広センター 

電話 045(508)7450   メールアドレス tsc@idec.or.jp 

契約事務担当課 同上 

 

 

 



公益財団法人横浜企業経営支援財団発注情報詳細 

 

平成29年２月７日発行 

番号 横企総務第 192号（２） 

入札方法 入札書の持参による一般競争入札（条件付） 

件名 横浜市産学共同研究センター及び横浜新技術創造館 植栽管理業務 

納入/履行場所 横浜市鶴見区末広町 1-1-40他 横浜市産学共同研究センター・横浜新技術創造館 

概要 
横浜市産学共同研究センター及び横浜新技術創造館敷地内の緑化環境の維持管理 

（中低木機械刈り込み、除草、芝刈り、病害虫駆除(薬剤散布等)、花苗植替 等） 

納入/履行期間 

平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日まで 

業務実績報告書などによる業務評価が良好の場合、期間１年の契約延長を最大２回まで（平成32年３月31日まで）

行うことが可能。 

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 

平成 27・28年度の横浜市における入札参加資格登録を有する者で、次の条件をすべて満たす者。 

種目 公園緑地等管理 

格付等級 ― 

細目 Ａ：除草・樹木の剪定 及び Ｂ：花壇・鉢物管理 の両方 

規模 中小企業 

所在地区分 市内 

その他 鶴見区内に主たる営業所の所在地があること 

提 

出 

書 

類 

入札者 

(1) 入札書 

(2) 代表者印の印鑑証明書（発行日から３か月以内） 

(3) 委任状及び受任者の印鑑証明書（受任者の氏名、印鑑で入札、契約する場合）（発行日から３か月以内） 

(4) 業務費内訳書 

落札者 ― 

設計図書 電子図渡しを行う。当財団ホームページからダウンロードすること。 

入札及び開札日時 平成 29年２月 22日（水）  午前 10時 30分（受付 午前 10時 15分～） 

入札及び開札場所 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 大会議室 

横浜市中区太田町 2-23 横浜メディア・ビジネスセンター７階 

電話 045(225)3700（総務部） 

支払条件 
前払金 しない 部分払 12回以内 

契約保証金 免除 履行保険 付保しない 

注意事項 

この契約は、平成 29年度公益財団法人横浜企業経営支援財団各会計予算が平成 29年３月 31日までに

当財団理事会において可決された上、同年４月１日を履行期間開始日とする契約書を交換することに

よって確定するものとする。 

発注担当課 
施設経営部 鶴見末広センター 

電話 045(508)7450   メールアドレス tsc@idec.or.jp 

契約事務担当課 同上 

 

 

 



公益財団法人横浜企業経営支援財団発注情報詳細 

 

平成29年２月７日発行 

番号 横企総務第 192号（３） 

入札方法 入札書の持参による一般競争入札（条件付） 

件名 「横浜型地域貢献企業支援事業」業務委託 

納入/履行場所 横浜市中区太田町 2-23 横浜メディア・ビジネスセンター ほか 

概要 

横浜型地域貢献企業支援事業にかかる次の業務 

(1) 応募申込企業の募集及び申込受付業務  (4) 教育研修業務 

(2) 外部評価員派遣業務          (5) 認定式及び交流会開催業務 

(3) 書類管理業務             (6) その他地域貢献企業支援事業にかかる助言等 

納入/履行期間 

平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日まで 

業務実績報告書などによる業務評価が良好の場合、期間１年の契約延長を最大２回まで（平成32年３月31日まで）

行うことが可能。 

予定価格 開札後に公表 

最低制限価格 ― 

入

札

参

加

資

格 

平成 27・28年度の横浜市における入札参加資格登録を有する者で、次の条件をすべて満たす者。 

種目・細目 

次のいずれかの条件を満たす者 

１ 種目「各種調査企画」の順位が１位で、細目に「コンサルティング（建設コンサル等を除く）」が

あること 

２ 種目「その他の委託等」の順位が１位であること 

規模 中小企業 

所在地区分 市内 

その他 過去３年間に中小企業に対する経営支援業務や経営コンサルティング等に携わった実績があること。 

提 

出 

書 

類 

入札者 

(1) 入札書 

(2) 代表者印の印鑑証明書（発行日から３か月以内） 

(3) 委任状及び受任者の印鑑証明書（受任者の氏名、印鑑で入札、契約する場合）（発行日から３か月以内） 

(4) 業務費内訳書 

落札者 (1) 委託業務経歴書 

設計図書 電子図渡しを行う。当財団ホームページからダウンロードすること。 

入札及び開札日時 平成 29年２月 22日（水）  午前 11時 30分（受付 午前 11時 15分～） 

入札及び開札場所 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 大会議室 

横浜市中区太田町 2-23 横浜メディア・ビジネスセンター７階 

電話 045(225)3700（総務部） 

支払条件 
前払金 しない 部分払 １回以内 

契約保証金 免除 履行保険 付保しない 

注意事項 

この契約は、平成 29年度公益財団法人横浜企業経営支援財団各会計予算が平成 29年３月 31日までに

当財団理事会において可決された上、同年４月１日を履行期間開始日とする契約書を交換することに

よって確定するものとする。 

発注担当課 
経営支援部 経営支援課 

電話 045(225)3714   メールアドレス keiei@idec.or.jp 

契約事務担当課 同上 

 

 


