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第 44号 

横浜市報調達公告版

 

横浜市中区港町１丁目１番地 

発 行 所 

        横 浜 市 役 所 

 

 

【調達公告】 

△一般競争入札（電子入札対象案件）の施行（中部処理区山下地区下水道再整備工事（その９） 

ほか３件）･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････２ 

△1,000万円以上2,500万円未満の一般競争入札の施行（都市計画道路下永谷大船線（上倉田舞 

岡地区）街路整備工事（その２０） ほか43件）･･･････････････････････････････････････････････12 

△2,500万円以上の一般競争入札の施行（都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備 

工事（その１０））ほか46件･･････････････････････････････････････････････････････････････････60 

△特定調達契約に係る一般競争入札の施行（横浜市緑区内 本市施設 一般廃棄物処理業務委 

託 一式ほか１件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････122 

 

【交通局】 

△2,500万円以上の一般競争入札の施行（案内表示器設置工事 の１件）･･････････････････････････124 
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横浜市調達公告第184号 

一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 

次のとおり、「中部処理区山下地区下水道再整備工事（その９）」ほか３件の工事について、一般競争入

札を行う。 

平成17年10月11日 

 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

 

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工事請負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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 工事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) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。 

(6) 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。 

(7) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子

入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得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きは要しない。 

(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に工事ごとに定める工事担当課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成17年10月14日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

 

３ 入札方法等 

(1) 入札の期間及び開札予定日時については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた期間内において、電子入札システムにより入札書を提出すること。また

、郵便による入札は認めない。 

(3) 紙入札による参加については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第７条に定める場合を除

き、認めない。 

(4) 入札にあたっては、工事費内訳書を電子ファイル化し、電子入札システムを通じて入札書提出の際

に添付すること。工事費内訳書の提出については、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）第13条

を参照すること。なお、当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた設計図書（参考資料等の内訳

書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させること。 

(5) 落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の1 0 0分の５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 5分の1 0 0に相当する金額を入札金額とすること。 

(6) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入

札がないときは、当該入札を不調とする。 

調 達 公 告 
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４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 

(4) 横浜市一般競争入札参加資格審査申請において指定した契約者（あらかじめ、「横浜市電子入札ICカ

ード代表者届出書（第１号様式）」を横浜市に届け出ている場合には代表者）以外の名義人によるICカ

ードを用いて行った入札。 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（以下「

落札候補者」という。）及び当該価格を入札参加者に通知し、落札の決定は保留する。 

(2) 予定価格の制限の範囲内で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、電子くじに

より落札候補者を決定するものとする。 

(3) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(4) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし

、入札参加者にその旨を通知する。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をも

って入札をした者を新たに落札候補者とし、(3) の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決

定するまで同様の手続を繰り返す。 

(5) (3) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、開

札日（(4) 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）から翌開庁日の午

後５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類

等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でな

いとし、(4) イの手続により落札者を決定する。 

(6) (4) 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。 

(7) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(3) の入札参加資格の

確認とあわせて、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(8) (7) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、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。 

(9) (7) の調査にあたっては、当該落札候補者は、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定

める書類を各３部、別に指定した日時までに提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければ

ならない。上記期限内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(8) に該当するも

のとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

(10)（9）に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書の各項目の内容に対応したものを提出すること

。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、(8) に該当するものとし当該落札候補者を落札者と

しないものとする。 

(11) 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一般競争参加停止及び指名停止等措置

要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）

には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の

価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条及び第

28条の規定よる。 
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７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払い

の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお

いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

 

８ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

(1) ６(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条第1項に定める契約保証金の

額は、契約金額の1 00分の30以上とする。 

(2) ７(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契

約を締結した会計年度において、契約金額の1 0分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある

場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の1 0分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う

。 

(3) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、当該工事の請負契約の相手方が次のア

又はイに該当するときは、工事ごとに定める技術者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として

施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満たす技術者を、監理技術者とは別に、施工現場に専任

で1名配置しなければならない。この場合、配置する全ての技術者について、配置技術者（変更）届出

書（第６号様式）及び監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成16年２月29日以前に監理技術者資格

者証の交付を受けている者は提出不要。）を提出すること。 

ア 開札日から過去２年以内に完成した工事のうち、工事ごとに定める登録工種と同一工種の工事に

係る横浜市請負工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書において、評定点が

65点未満の通知を受けたことがある者（ただし、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条

第１項第４号に該当する者を除く。） 

イ 開札日から過去２年以内に、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱別表第１第２項、

第５項又は第７項の規定に基づく一般競争参加停止及び指名停止等措置（ただし、停止措置の期間

が１か月未満の場合を除く。）を受けた者 

 

９ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付さなければならない場合には、工事ごとに明示す

る。 

(4) 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。 

(5) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技

術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入

札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでな

い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (7) 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（工事請負関係）第14条第４

項に定めるとおりとする。 

 (8) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

(9) ５(3)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項の

規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は

、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、開札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種
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の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当

該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事

請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する

こと。 

(10) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って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、又は、５(5)又は５(9)に定める書類を提出しない場合は、横浜

市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

(11) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額に

かかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

(12)その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則

、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱、横浜市電子入札運用基準（工事請負関係）及び横浜市

工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０５２１０１１２６３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部処理区山下地区下水道再整備工事（その９） 

施工場所 
中区山下町２２１番地先から２７７番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝４１６．７ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０㎜～

Φ３００㎜、Ｌ＝１３０．６ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ９月２９日まで 

予定価格 １２７，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

 

入札期間 
平成１７年１０月１２日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月 ２日（水）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月 ４日（金）午後 ２時００分 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設

    計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付するこ 

と。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２９９ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
北部第二水再生センター第７系列送風機設備工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地の８ 

工事概要 

多段ターボブロワ（吸込口径４５０㎜）製作・据付２台、吐出弁製作・据付２台、逆止弁

製作・据付２台、空気ろ過器製作・据付２組、天井走行クレーン製作・据付１台 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１５日まで 

予定価格 ３１９，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設

等）におけるブロワ設備工事の元請としての施工経験を有すること。 

 

平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）における吸込

口径が３５０㎜以上のブロワ設備の新設又は増設工事の元請としての施工実績を有し、 

かつ、同設備は開札日において１年以上の稼動実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）（工

事内容欄に工事概要及び工事を施工した施設を記入すること。） （３）監理技術者講習

修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて

いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄にブロワの吸込口径、工事を施

工した施設及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計

図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。） 

入札期間 
平成１７年１０月１２日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月 ２日（水）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月 ４日（金）午後 ２時００分 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５２  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１２９９ 

工事件名 
北部第二水再生センター第７系列送風機設備工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設

  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること

。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

（２）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留

  意すること。 

（３）本件工事において製作・据付する機器・装置のうち、指定した製品については、環

  境創造局指定製品及び選定業者名簿（下水道設備用）において選定された製造業者の

製品を使用する旨、一般仕様書において定めがあるので留意すること。 

（４）配置する監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他

  の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。

（５）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（６）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（７）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１３００ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
栄第二水再生センター汚水調整池機械設備工事 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

鋳鉄製角型可動堰製作・据付６門、鋳鉄製角型ゲート（幅１，０００㎜×高さ１，０００㎜）

製作・据付７門、水中プロペラ攪拌機製作・据付６台 ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１５日まで 

予定価格 １６９，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：水処理設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置するこ

と。 

当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設

等）におけるゲート設備工事の元請としての施工経験を有すること。 

 

平成７年４月１日以降に完成した、下水道施設又は類似施設（水道施設等）における呑口

部の面積が０．６㎡以上のゲート設備（金属水密方式に限る。）の新設又は増設工事の 

元請としての施工実績を有し、かつ、同設備は開札日において１年以上の稼動実績を有す

ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）（工

事内容欄に工事概要及び工事を施工した施設を記入すること。） （３）監理技術者講習

修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けて

いる者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄にゲートの種類、呑口部の面積

及び工事を施工した施設並びに当該設備の稼動日を記入し、併せて、その実績を証明する

契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。） 

入札期間 
平成１７年１０月１２日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月 ２日（水）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月 ４日（金）午後 ２時００分 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 
※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２８５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１３００ 

工事件名 
栄第二水再生センター汚水調整池機械設備工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設

  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること

。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

（２）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留

  意すること。 

（３）本件工事において製作・据付する機器・装置のうち、指定した製品については、環

  境創造局指定製品及び選定業者名簿（下水道設備用）において選定された製造業者の

製品を使用する旨、一般仕様書において定めがあるので留意すること。 

（４）配置する監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他

  の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。

（５）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（６）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（７）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５７１０１１２５７ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
庄戸小学校（仮称）再整備工事（建築工事） 

施工場所 
栄区庄戸一丁目１５番１号 

工事概要 

教室改修工（延床面積１，８５０㎡、計１２教室ほか） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １３５，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 
 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社福寿企画、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

（なお、設計図書については横浜市ホームページ発注情報画面で参照可能。） 

入札期間 
平成１７年１０月１２日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月 ２日（水）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月 ４日（金）午後 ２時００分 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）本件工事は電子入札とする。入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設

  計図書と同程度の工事費内訳書を電子ファイル化し、入札書提出の際に添付すること

。また、内訳書の合計金額は、入札金額と一致させること。 

（２）開札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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横浜市調達公告第185号 

1,000万円以上2,500万円未満の一般競争入札の施行 

次のとおり、「都市計画道路下永谷大船線（上倉田舞岡地区）街路整備工事（その２０）」ほか43件の工

事について、一般競争入札を行う。 

平成17年10月11日 

 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（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工事請負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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 工事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) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市工

事請負等競争入札参加者心得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きは要しない。 

(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に工事ごとに定める工事担当課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成17年10月14日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において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) 入札書は、設計図書の販売とあわせて交付する所定の用紙を用いること。 

(4) 入札にあたっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた

設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させ

ること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。

なお、当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求める場合があるので、入札後も落札決定までの期間

は各自保管するものとする。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の５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 5分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 

(6) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち

会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。 

(7) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価

格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、当該入札を不調とする。 

(8) 合併入札の場合には、入札書にすべての工事件名を記載し、金額はすべての工事の合計金額を記載
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すること。 

(9) 特定建設共同企業体が入札を行う場合は、入札書に共同企業体名、共同企業体の代表構成員の所在

地、商号又は名称及び代表者名を記載して入札を行い、共同企業体協定書兼委任状をあわせて提出す

ること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 

(5) 建設共同企業体の構成員となっている者が、同一の入札において単体又は他の建設共同企業体の構

成員として入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(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) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３(8)及び(9)に定める方法によらない入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札

を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者（以下「落札候補者」という。）及び当該価格を

発表し、落札の決定は保留する。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(3) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし

、その旨通知する。落札者以外の入札参加者については、入札の結果を一般の閲覧に供することを

もって通知に代えるものとする。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を行っ

た者のうち最低の価格をもって入札をした者を新たに落札候補者とし、(2) 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。 

(4) (2) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、入

札日（(3) 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）から翌開庁日の午

後５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類

等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でな

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

(5) (3) 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。 

(6) (2) の入札参加資格の確認の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、当

該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かな

い者があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員をしてくじを引かせ落札者を

決定するものとする。 

(7) 入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要

綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）に

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札を

行った他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条及び第

28条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払い
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の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお

いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

 

８ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付さなければならない場合には、工事ごとに明示す

る。 

(4) 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。 

(5) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技

術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入

札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでな

い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (7) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

 (8) ５ (2) の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱第25条第１項の規

定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合は

、当該工事の契約は締結しないものとする。 

なお、入札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の

元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗

じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工

事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事請負

に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意すること。 

(9) その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則、

横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めるところ

によるものとする。 
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契約番号 ０５１２０１１０８５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路下永谷大船線（上倉田舞岡地区）街路整備工事（その２０） 

施工場所 
戸塚区上倉田町１７５４番地から２１１１番地まで 

工事概要 

植栽工（高木植栽工（クロガネモチ２８本、シラカシ２本、シデコブシ１本）、中低木植

栽工（ベニカナメモチ４０本、ヒラドツツジ３，９７６本、ドウダンツツジ４４９株、サ

ツキツツジ３５８株）、地被類植栽工（リュウノヒゲ９，２９０鉢）） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １７，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：植栽工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５５４  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１２０１１０８６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路環状３号線（戸塚地区）街路整備工事（その１２） 

施工場所 
戸塚区戸塚町７６１番１地先から７７７番１地先まで 

工事概要 

平板ブロック設置工３５５㎡、コンクリート舗装工９２㎡、路盤工４４７㎡、舗装版直接

掘削積込１３４㎡、擁壁工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 １６，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者、又は平成１５年

１０月１日から平成１７年９月３０日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負

工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の

通知を受けた場合は、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以

上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であ

ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１６

年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７５１  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５１２０１１０９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
青葉・緑・都筑区道路照明灯設置工事 

施工場所 
青葉区田奈町２５番７地先ほか２３か所 

工事概要 

道路照明灯設置工１５基、道路照明灯建替工２９基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １８，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した建柱車を使用した電気設備工事（照明灯、道路照明設置

工事等）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８８  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５１４０１１０６２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
横浜港シンボルタワーラウンジ笠木補修その他工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭Ｄ突堤 

工事概要 

笠木補修工２１９．６ｍ、トイレ改修工３か所 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １３，１６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中

区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあるこ

と。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１０９７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園野球場新築工事（空調設備工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

ＲＣ造、地上２階建、延床面積４，７７９．３０㎡の建築工事に伴う空調設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 １月１０日まで 

予定価格 １６，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：冷暖房設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港

南区内、保土ヶ谷区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１０９８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園野球場新築工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量７５０㎏、１１人乗、定格速度４５ｍ／分、３停止

、福祉型 

工期 契約締結の日から平成１９年 １月１０日まで 

予定価格 １１，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したエレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請としての

施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１２６９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
秋葉第二公園整備工事（１） 

施工場所 
戸塚区秋葉町２６６番地４２ 

工事概要 

基盤整備工、園路広場整備工、施設整備工（複合遊具施設設置工１基、ブランコ設置工１

基、ベンチ工４基） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １１，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、旭

区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれか

にあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２６９番及び０５

２１０１１２７１番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５２  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１２６９ 

工事件名 
秋葉第二公園整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２７１番の工事と合併入札を行う。     

     予定価格については、契約番号０５２１０１１２６９番及び０５２１０１１２７１

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２６９番に記載する。           

     入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        23

契約番号 ０５２１０１１２７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
秋葉第二公園整備工事（２） 

施工場所 
戸塚区秋葉町２６６番地４２ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工１７５本、地被植栽工３７０鉢、中低木移植工４株）

、設備工、施設整備工、施設改良工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ｂ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１２６９番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２６９番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２６９番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１２６９番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５２１０１１２６９番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５２  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１２７７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北処理区鳥山地区下水道整備工事（その３８） 

施工場所 
港北区鳥山町４６１番地先から岸根町２７番１地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００㎜、Ｌ＝１９３．６ｍ）、塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜、Ｌ＝

１１．１ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １４，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４３  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１２７８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北処理区東山田地区下水道整備工事（その４４） 

施工場所 
都筑区東山田町１０２７番地先から８９６番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝１５７．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２２，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、緑

区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３９７３  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１２９４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北水再生センター雨水滞水池直流電源設備改良工事 

施工場所 
港北区太尾町１８０５番地 

工事概要 

充電器盤（定格直流電流１００Ａ）改良工一式、蓄電池盤（容量６００Ａｈ（１０時間率

））改良工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １６，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ又はＢ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した、容量３００Ａｈ（１０時間率）以上の蓄電池及び定格

直流電流５０Ａ以上の充電器盤の設置工事の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に蓄電池の容量及び充電

器盤の電流を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を

添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１３０１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北水再生センターＮｏ．１、２除砂コンベヤ等修理工事 

施工場所 
港北区太尾町１８０５番地 

工事概要 

除砂コンベヤ修理工一式、除塵コンベヤ修理工一式、沈砂池給排気ファン修理工一式、汚

泥かき寄せ機駆動装置修理工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １１，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局港北水再生センター 電話 ０４５－５４２－３０３１  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２１０１１３１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度宇田川改修工事 

施工場所 
戸塚区汲沢町５８４番地先 

工事概要 

コンクリートブロック工（コンクリートブロック積１２１㎡）、ふとんかご設置工（Ｈ＝

３ｍ、Ｌ＝４４ｍ）、護岸付属物工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １２，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保

土ケ谷区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８７  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２３０１１０３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
瀬谷センター給水管改修工事 

施工場所 
瀬谷区三丁目１８番地１ 

工事概要 

給水配管新設一式、加圧給水ポンプ（６００Ｌ／分）新設（高架水槽方式から加圧給水方

式に変更）、給水工事に伴う給湯設備改修一式、既設給水配管等撤去一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 １６，９７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、南区内、保土ヶ谷区内、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区

内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を

    指定 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

にたない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  
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契約番号 ０５２３０１１０３４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南日吉住宅（仮称）第１期建替工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
港北区日吉本町四丁目１２３８番１ほか 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量６００㎏、９人乗、定格速度４５ｍ／分、４停止、

住宅用福祉型トランク付 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１９日まで 

予定価格 １０，７６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したエレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請としての

施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

（３）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６  

契約担当課 財政局契約第一課 
電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４

６  



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        31

契約番号 ０５３１０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見区岸谷三丁目地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
鶴見区岸谷三丁目１５番１６号地先から３４番２号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，６２０㎡、路盤整正工１，６２０㎡、舗装版破砕工１，６２０㎡

、Ｌ型側溝工Ｌ＝１７０ｍ、区画線設置工Ｌ＝１５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １３，０２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が、鶴見区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５２１－６６５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３１０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見区豊岡町地内舗装補修工事 

施工場所 
鶴見区豊岡町８番２３号地先から１４番３２号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，０２０㎡、路盤整正工２，０２０㎡、Ｌ形側溝工Ｌ＝７７ｍ、区

画線設置工Ｌ＝２７８ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １１，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 鶴見区鶴見土木事務所 電話 ０４５－５２１－６６５１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３２０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道片倉六角橋線（神大寺地区）歩道設置工事（その２） 

施工場所 
神奈川区神大寺一丁目５２８番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工５２１㎡、透水性アスファルト舗装工６８㎡、インターロッキングブロッ

ク設置工２０４㎡、路盤工７８１㎡、再生瀝青安定処理工５０３㎡、路床改良５５９㎡、舗装

版切断工Ｌ＝１５２ｍ、舗装版直接掘削積込工５０３㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝７９．８ｍ、区画線

設置工Ｌ＝１４１ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月 ８日まで 

予定価格 ２０，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内又は港北区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 ０４５－４９１－３３６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３３０１１０１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西土木管内道路整備工事（その２） 

施工場所 
西土木管内一円 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ１５０㎜～２００㎜、Ｌ＝４ｍ）、雨水桝設置工２か所、小型重力式擁

壁工（Ｈ＝０．５ｍ～１．５ｍ、Ｌ＝４０ｍ）、Ｌ型側溝工Ｌ＝１６０ｍ、アスファルト

舗装工３９０㎡  

  

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 １４，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神

奈川区内、西区内又は中区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 西区西土木事務所 電話 ０４５－２４２－１３１３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３５０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴巻橋公園施設改良工事 

施工場所 
南区井土ヶ谷下町１４番 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工ほか）、設備工、園路広場工、施設整備工（２連ブラン

コ１基ほか）、施設改良工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２２日まで 

予定価格 ２０，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２４  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３６０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南区港南台二丁目地内道路整備工事 

施工場所 
港南区港南台二丁目２１番地先から２３番地先まで 

工事概要 

土工（掘削工２６㎥、掘削積込工４０㎥、埋戻工８㎥）、ＬＵ型側溝工Ｌ＝４２３ｍ、ア

スファルト舗装工１，２１７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１７日まで 

予定価格 ２０，５９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が、港南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３６０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南区東永谷一丁目地内道路整備工事 

施工場所 
港南区東永谷一丁目３番９号から１３番９号まで 

工事概要 

Ｌ型側溝工Ｌ＝４０２．６ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝５ｍ、アスファルト舗装工３８７㎡ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １０，５６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港

南区内又は磯子区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 港南区港南土木事務所 電話 ０４５－８４３－３７１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３７０１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道上星川第３１２号線保土ケ谷区仏向町地内道路改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区仏向町１８２７番地先 

工事概要 

切削オーバーレイ工９４１㎡、アスファルト舗装工９２㎡、路盤工９２㎡、舗装版切断工

Ｌ＝１２７．６ｍ、舗装版破砕工７４㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝１９．６ｍ、ＬＯ型側溝工Ｌ＝

８１．５ｍ、区画線設置工Ｌ＝４２６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １３，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神

奈川区内、西区内又は保土ケ谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３８０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区笹野台一丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区笹野台一丁目１番３０号地先から１８番１７号地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工４，２００㎡、路面切削工４，２００㎡、区画線設置工Ｌ＝ 

１，６１４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １７，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が、保土ケ谷区内又は旭区内のいずれかにあること。 

（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３８０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区金が谷二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
旭区金が谷二丁目２８番１４号地先から１６番１５号地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，４５０㎡、路面切削工２，４５０㎡、区画線設置工Ｌ＝ 

１，４４０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１７日まで 

予定価格 １１，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が保土

ケ谷区内又は旭区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４２０１１０１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鴨居第四公園ほか１公園施設改良工事 

施工場所 
緑区鴨居町８４０番２号ほか 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被植栽工）、設備工、園路広場整備工、施設整備

工、施設改良工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １９，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者、又は平成１５年

１０月１日から平成１７年９月３０日までの間に通知された造園に係る工事の横浜市請負

工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の

通知を受けた場合は、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以

上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であ

ること。                             

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）工事完成検査結果通知書の写し（ただし、平成１６

年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４２０１１０１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
上山町公園ほか１２公園施設改良工事 

施工場所 
緑区上山二丁目４２番地ほか 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被植栽工）、設備工、園路広場整備工、施設整備

工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １５，９８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社創 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 緑区緑土木事務所 電話 ０４５－９８１－２１００  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４５０１１０４１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
戸塚区柏尾町地内舗装補修工事 

施工場所 
戸塚区柏尾町１４２１番地先から１４３２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，９６０㎡、不陸整正工２，９６０㎡、舗装版切断工Ｌ＝４３ｍ、

舗装版破砕積込工２，９９０㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、区画線設置工Ｌ＝３４２ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １３，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 戸塚区戸塚土木事務所 電話 ０４５－８８１－１６２２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４６０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中坪公園施設改良工事 

施工場所 
栄区小菅ヶ谷一丁目２２番地 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木移植工、中低木植栽工、地被植栽工ほか）、設備工、園路広場

整備工、施設整備工、施設改良工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １５，６００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １１時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４６０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道原宿六浦線栄区上郷町地内舗装補修工事（その２） 

施工場所 
栄区上郷町１７７番地先から６８８番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工２，７９６㎡、舗装版切断工Ｌ＝４２ｍ、区画線設置工Ｌ＝８２４ｍ

、高視認性区画線設置工Ｌ＝４２０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１７年１２月２８日まで 

予定価格 １１，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ｂ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、戸

塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 １０時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 栄区栄土木事務所 電話 ０４５－８９５－１４１１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４７０１１０２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉区和泉町地内私道対策受託下水道工事（１７－２） 

施工場所 
泉区和泉町１７１３番２地先から１７１５番４地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００㎜、Ｌ＝１４５．５ｍ）、塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜、Ｌ＝

５７．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３０日まで 

予定価格 １８，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８０１－３１３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４７０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉区新橋町地内ほか１か所道路補修工事 

施工場所 
泉区新橋町１４９８番地先ほか１か所 

工事概要 

コンクリートブロック積擁壁工１６５㎡、コンクリート板設置工７４．２㎡、Ｈ型コンク

リート板土留工Ｌ＝１５．９ｍ、防護柵設置工Ｌ＝３５ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １７，４９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｃ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、泉

区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 泉区泉土木事務所 電話 ０４５－８０１－３１３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２５３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
笹野台小学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
旭区笹野台四丁目４８番１号 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量７５０㎏、１１人乗、定格速度４５ｍ／分、４停止

、福祉型、音声合成アナウンス 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，９３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したエレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請としての

施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時３５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２５４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
坂本小学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
保土ヶ谷区坂本町６番地 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量７５０㎏、１１人乗、定格速度４５ｍ／分、３停止

、車椅子兼用及び視覚障害者兼用 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したエレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請としての

施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時１５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２５５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
師岡小学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
港北区師岡町９８６番地 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量７５０㎏、１１人乗、定格速度４５ｍ／分、３停止

、車椅子対応 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したエレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請としての

施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、オリエント株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新橋小学校エレベーター設置その他工事（昇降機設備工事） 

施工場所 
泉区新橋町９０９番地 

工事概要 

マシンルームレス、１基、定格積載量７５０㎏、１１人乗、定格速度４５ｍ／分、３停止

、車椅子兼用及び視覚障害者兼用 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：エレベーター工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成したエレベーター（乗用）の製作・設置工事の元請としての

施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） （５）施工実績調書（工事内容欄に工事概要を記入し、併

せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 ２時５５分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－３２５７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中田中学校屋内運動場屋根改修その他工事（建築工事） 

施工場所 
泉区中田北二丁目２０番１号 

工事概要 

屋内運動場屋根改修工７１６㎡、屋根部鉄骨塗装工１，０８３㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ２３，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新田小学校不足教室対策改造その他工事 

施工場所 
港北区新吉田町３２２６番１ 

工事概要 

防災備蓄庫設置工（延床面積２６．７３㎡）、教室改修工（延床面積３６４㎡、計４教室

） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ２０，６４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
師岡小学校不足教室対策改造工事 

施工場所 
港北区師岡町９８６番地 

工事概要 

教室改修工（延床面積２６１㎡、計２教室） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２０日まで 

予定価格 １８，０５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
高田小学校不足教室改造工事 

施工場所 
港北区高田町１７７４番地 

工事概要 

教室改修工（延床面積３７８㎡、計５教室）、天井改修工１２９㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １７，３７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
領家中学校不足教室対策改造その他工事 

施工場所 
泉区領家四丁目３番地１ 

工事概要 

ピロティ改修工（延床面積１５０㎡、計２か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １３，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が中区

内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあること

。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社リバーストン、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２７０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
茅ケ崎中学校不足教室対策改造工事 

施工場所 
都筑区茅ケ崎南一丁目１０番１号 

工事概要 

金工室改修工（延床面積１６２㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １０，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
笠間小学校不足教室対策改造工事 

施工場所 
栄区笠間三丁目２８番１号 

工事概要 

視聴覚室改修工（延床面積１２８㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １０，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中

区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内、栄区内又は泉区内のいずれかにあるこ

と。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社創 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２７２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
すみれが丘小学校不足教室対策改造工事 

施工場所 
都筑区すみれが丘３４番地 

工事概要 

視聴覚室改修工（延床面積１２６㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １０，３００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｃ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者を施工現場に配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従

事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、港北区内又は都筑区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）主任技術者届出書（第７号様式） （３）（２）

に記載した資格を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）  

（４）配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（健康保険被保険者証の写し又は

雇用保険被保険者証の写し）） 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 １日（火）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文８（８）を参照）。 

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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横浜市調達公告第186号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その１０）」ほか46件の工事に

ついて、一般競争入札を行う。 

平成17年10月11日 

 

契約事務受任者 

横浜市財政局長 小 野 耕 一 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（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工事請負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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受

けていない者であること。 

(4) 工事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) 入札に参加しようとする工事の設計図書を２(2)に定める手続により購入した者であること。 

(6) その他、詳細については横浜市契約規則、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市工

事請負等競争入札参加者心得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きは要しない。 

(2) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に工事ごとに定める工事担当課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成17年10月14日 午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込み手続 

横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) １に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う。 

 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において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) 入札書は、設計図書の販売とあわせて交付する所定の用紙を用いること。 

(4) 入札にあたっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた

設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させ

ること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。

なお、当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求める場合があるので、入札後も落札決定までの期間

は各自保管するものとする。 

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の５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 5分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 

(6) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち

会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。 

(7) 入札の回数は１回とする。なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入

札がないときは、当該入札を不調とする。 

(8) 合併入札の場合には、入札書にすべての工事件名を記載し、金額はすべての工事の合計金額を記載
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すること。 

(9) 特定建設共同企業体が入札を行う場合は、入札書に共同企業体名、共同企業体の代表構成員の所在

地、商号又は名称及び代表者名を記載して入札を行い、共同企業体協定書兼委任状をあわせて提出す

ること。 

 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

(2) １に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札、又は３(4) の定めに従わない工事費内訳書を提出し

た者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 

(5) 建設共同企業体の構成員となっている者が、同一の入札において単体又は他の建設共同企業体の構

成員として入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(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) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) ３(8)及び(9)に定める方法によらない入札 

 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（以下「

落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(3) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし

、その旨通知する。落札者以外の入札参加者については、入札の結果を一般の閲覧に供することを

もって通知に代えるものとする。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をも

って入札をした者を新たに落札候補者とし、(2) 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。 

(4) (2) の入札参加資格の確認にあたっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、入

札日（(3) 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）から翌開庁日の午

後５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書類

等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者でな

いとし、(3) イの手続により落札者を決定する。 

(5) (3) 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。 

(6) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、(2) の入札参加資格の

確認とあわせて、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(7) (6) の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、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。 

(8) (6) の調査にあたっては、当該落札候補者は、横浜市工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定

める書類を各３部、別に指定した日時までに提出し、また、調査のために必要な指示に従わなければ

ならない。上記期限内に書類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、(7) に該当するも

のとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

(9)（8）に定める書類は、３(4)に定める工事費内訳書に記載した各項目の内容に対応したものを提出す

ること。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、(7) に該当するものとし当該落札候補者を落

札者としないものとする。 

(10) (2) の入札参加資格の確認の結果、落札となるべき同価の入札をした者（(6) の調査を行った後、

落札者としない者があった場合はその者を除く。）が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ

て落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、その

者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員をしてくじを引かせ落札者を決定するものとする。 
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(11) 入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置

要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を除く。）

には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の

価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条及び第

28条の規定よる。 

 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払いの有無及び方法並びに部分払いの回数は、工事ごとに定める。なお、前金払いは部分払い

の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度にお

いて、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各

会計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

 

８ 調査基準価格未満の金額で入札を行った者との契約 

(1) ６(3)の規定にかかわらず、横浜市工事請負等競争入札参加者心得第27条第1項に定める契約保証金の

額は、契約金額の100分の30以上とする。 

(2) ７(2)の規定にかかわらず、工事ごとに定める前金払いの方法が「する（一括）」とある場合には、契

約を締結した会計年度において、契約金額の10分の２以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある

場合には、契約で定める各会計年度の出来高予定額の10分の２以内の額を、当該会計年度ごとに支払う

。 

(3) 専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、当該工事の請負契約の相手方が次のア

又はイに該当するときは、工事ごとに定める技術者の要件と同一の要件（ただし、技術者の要件として

施工経験を掲げている場合はこれを除く。）を満たす技術者を、監理技術者とは別に、施工現場に専任

で1名配置しなければならない。この場合、配置する全ての技術者について、配置技術者（変更）届出

書（第６号様式）及び監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成16年２月29日以前に監理技術者資格

者証の交付を受けている者は提出不要。）を提出すること。 

なお、共同企業体による入札を行った場合については、構成員ごとに判断するものとする。 

ア 入札日から過去２年以内に完成した工事のうち、工事ごとに定める登録工種と同一工種の工事に

係る横浜市請負工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書において、評定点が

65点未満の通知を受けたことがある者（ただし、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条

第１項第４号に該当する者を除く。） 

イ 入札日から過去２年以内に、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱別表第１第２項、

第５項又は第７項の規定に基づく一般競争参加停止及び指名停止等措置（ただし、停止措置の期間

が１か月未満の場合を除く。）を受けた者 

 

９ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 当該工事の契約締結について、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年３月横浜市

条例第５号）第２条の規定により市議会の議決に付さなければならない場合には、工事ごとに明示す

る。 

(4) 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。 

(5) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技

術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が、１に定める入
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札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合はこの限りでな

い。 

 (6) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (7) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

(8) ５(2)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項

の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定された場合

は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、入札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種

の元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当

該工事の予定価格欄に記載された金額に１００分の１０５を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市工事

請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留意する

こと。 

(9) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って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、又は、５(4)又は５(8)に定める書類を提出しない場合は、横浜

市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を行う。 

(10) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行った者と契約を締結する場合は、契約金額に

かかわらず施工体制台帳の提出を義務付けるものとする。 

(11)その他、この公告に規定のない事項については、横浜市契約規則、公共工事の前払金に関する規則

、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市工事請負等競争入札参加者心得等に定めると

ころによるものとする。 
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契約番号 ０５１２０１１０８３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その１０） 

施工場所 
栄区桂町２７９番２４地先から３２４番５地先まで 

工事概要 

準備工、土工３，８０３㎥、舗装工５，３５５㎡、排水工（Ｌ型側溝工４２６ｍ、雨水桝

設置工２４か所）、付帯工、照明工、交通安全施設移設工、雑工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ２７９，１２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５１２０１１０８３番及び０５

２１０１１２６２番の工事件名を併記すること。  

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 ９時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

 

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－２７３９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１２０１１０８３ 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（公田桂町地区）街路整備工事（その１０） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２６２番の工事と合併入札を行う。     

   予定価格については、契約番号０５１２０１１０８３番及び０５２１０１１２６２

番の合計金額を契約番号０５１２０１１０８３番に記載する。           

   入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２６２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区公田地区下水道整備工事（その１９） 

施工場所 
栄区桂町２７９番２４地先から３２４番５地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝６３３ｍ）、強プラ管布設工（Φ９００㎜

、Ｌ＝３７ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ａ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５１２０１１０８３番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５１２０１１０８３番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５１２０１１０８３番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 ９時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ３回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５１２０１１０８３番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５１２０１１０８３番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１２０１１０８４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路山下長津田線（泣坂地区）街路整備工事（その５） 

施工場所 
緑区いぶき野２７番地先から十日市場町１６６５番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工３９１㎡、切削オーバーレイ工２５５㎡、舗装版切断工Ｌ＝１１８ｍ、舗

装版直接掘削積込４５６㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝３０．１ｍ、ＬＯ側溝工Ｌ＝２７．５ｍ、区画線

設置工Ｌ＝４１０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ２９，４２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、緑区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は

瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社創 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３５２９  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        68

契約番号 ０５１２０１１０９１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都市計画道路環状４号線（下飯田地区）街路整備工事（照明工） 

施工場所 
戸塚区深谷町１０６１番地から泉区和泉町１００４番地まで 

工事概要 

街路照明灯設置工４６基、引込柱設置工４基、分電盤取付工４面、管路布設工１，０５５ｍ、

配線工２，５１５ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３５，１７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：屋外電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した建柱車を使用した電気設備工事（照明灯、道路照明設置

工事等）の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）施工実績調書（工事内

容欄に工事概要を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書

類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 道路局建設課 電話 ０４５－６７１－３６３５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１４０１１０６１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
赤レンガ倉庫補修工事 

施工場所 
中区新港一丁目１番１号及び２号 

工事概要 

赤レンガ倉庫屋根補修工（事前調査５，３９０㎡、防火壁シーリング補修工２００ｍほか

）、赤レンガ倉庫バルコニー補修工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３２，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ａ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

  

提出書類 

※次頁のとおり 

  

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、株式会社創 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 港湾局施設課 電話 ０４５－６７１－７３２８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５１４０１１０６１ 

工事件名 
赤レンガ倉庫補修工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

平成７年４月１日以降に完成した、次の（１）又は（２）の建築物（木造を除く。）の保

存工事、復元工事又は用途の変更に伴う保存改修工事の元請としての施工実績を有する者

であること（当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、代表構成員のも

のに限る。）。 

（１）施工時において 

     （ア）文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項、同条第２項、 

第５６条の１０、第６９条第１項又は同条第２項の規定により文化財の指定を

受けている建築物 

（イ）同法第５６条の２の規定により文化財登録原簿に登録されている建築物 

（ウ）同法第８３条の３の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内にある 

建築物 

（エ）同法第９８条第２項の規定により地方公共団体から文化財の指定を受けてい 

る建築物 

（２）施工時において、地方公共団体の条例、要綱等により歴史的又は都市景観上保存の

価値があると認められている建築物 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。（５）施工実績調書（工事内容

欄に建築物の名称、当該建築物が受けている指定等の内容とその根拠となる法令等及び当

該工事の概要を記入し、併せて、その実績を証明する契約書、設計図書の写し等の書類及

び当該建築物が受けている指定等を証明する書類等を添付すること。） 

 
【注意事項】 

（１）特記仕様書において鉄骨工事等の施工について記載があるので留意すること。 

（２）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２３条第２号の規定により上位等級を

    指定 

（３）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（４）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（５）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１０９４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園野球場新築工事（電気設備工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

ＲＣ造、地上２階建、延床面積４，７７９．３０㎡の建築工事に伴う電気設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 １月１０日まで 

予定価格 ６９，７７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

電気工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神

奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区

内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

工事担当課 まちづくり調整局電気設備課 電話 ０４５－６７１－２９７５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１０９６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園野球場新築工事（衛生設備工事） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

ＲＣ造、地上２階建、延床面積４，７７９．３０㎡の建築工事に伴う衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１９年 １月１０日まで 

予定価格 ６４，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、神

奈川区内、西区内、中区内、港南区内、磯子区内、金沢区内、戸塚区内又は栄区内のいず

れかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。）  

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ３時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

    書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

    実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２６４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新横浜公園運動系広場整備工事（その３） 

施工場所 
港北区小机町３３００番 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工３１４本、地被植栽工ほか）、設備工、園路広場整備工

、施設整備工、グラウンド・コート整備工ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２６２，８００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

下記の要件を満たす技術力結集型共同企業体であること。    

（１）各企業の技術力の結集を目的とする共同施工方式による特定建設共同企業体である

  こと（名称は「○○建設共同企業体」とする。）。                 

（２）構成員の数は２者であること。 

（３）構成員の組み合わせは、入札参加資格を満たす者による組み合わせであること。 

（４）構成員の出資比率については、各構成員の出資比率が、その共同企業体の総出資額

  の１０分の３以上であるとともに、代表者となる構成員の出資比率は、当該共同企業

体構成員中最大であること。                          

（５）構成員の平成１７・１８年度工事請負等入札参加資格審査申請における登録工種の

  造園に係る工事最高請負実績の元請金額の合計が、１６５，５６４，０００円以上で

あること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）共同企業体協定書兼委任状 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）提出書類のうち、（４）共同企業体協定書兼委任状は、入札時に提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－４１２５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２６５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園レストハウス周辺整備工事（１） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

植栽工（高木植栽工５本、中低木植栽工１，３６２本、地被植栽工１３５．８㎡）、設備

工、園路広場整備工、施設整備工（ベンチ工２５基、パイプ柵工２２．１ｍ） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ９７，５７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２６５番及び０５

２１０１１２６６番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２６５ 

工事件名 
（仮称）俣野公園レストハウス周辺整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２６６番の工事と合併入札を行う。     

   予定価格については、契約番号０５２１０１１２６５番及び０５２１０１１２６６

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２６５番に記載する。           

   入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２６６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）俣野公園レストハウス周辺整備工事（２） 

施工場所 
戸塚区俣野町１３６７番地１ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（フジ移植工２２本）、設備工、園路広場整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１２６５番に記載する。 
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２６５番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２６５番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１２６５番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５２１０１１２６５番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５２  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２６７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）東横線地下化跡地緑道整備工事（１） 

施工場所 
神奈川区広台太田町７番地ほか 

工事概要 

植栽工（高木１８本、中低木６９６本、地被１，３３５鉢）、設備工、園路広場整備工、

施設整備工（ベンチ３基、スツール６基、水飲み１か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ９０，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

造園工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）  

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２６７番及び０５

２１０１１２６８番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－３９４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２６７ 

工事件名 
（仮称）東横線地下化跡地緑道整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２６８番の工事と合併入札を行う。     

   予定価格については、契約番号０５２１０１１２６７番及び０５２１０１１２６８

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２６７番に記載する。           

   入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２６８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）東横線地下化跡地緑道整備工事（２） 

施工場所 
神奈川区広台太田町７番地ほか 

工事概要 

基盤整備工、設備工（給水設備工、雨水排水設備工ほか）、園路広場整備工（木道２か所

）、施設整備工、道路整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 造園 

格付等級 【造園：Ａ】 

登録細目 【造園：造園工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１２６７番に記載する。 入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２６７番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１２６７番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５２１０１１２６７番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－３９４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２７９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
横浜動物の森公園アフリカゾーン北側部分給水工事 

施工場所 
旭区川井宿町１４７番ほか 

工事概要 

配水管布設工（Φ７５㎜～Φ１００㎜、Ｌ＝２３０ｍ）、雑用水管布設工（Φ１００㎜、

Ｌ＝２８０ｍ）、通信管布設工（Φ８０㎜、Ｌ＝５００ｍ）、水管橋敷設工一式、アスファ

ルト舗装工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２８，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）から（３）までの入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあ

ること。 

（２）平成７年４月１日以降に完成した管径１００㎜以上の送配水管（上水道又は工業 

  用水道に限る。）布設工事の元請としての施工実績を有すること。 

（３）平成７年４月１日以降に完成した上水道工事において、１件あたりの請負金額が 

１８，２３２，２００円以上の元請としての施工実績又は１件あたりの請負金額が 

２４，３０９，６００円以上の下請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

※次頁のとおり 

 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－４１２６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２７９ 

工事件名 
横浜動物の森公園アフリカゾーン北側部分給水工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）施工実績調書（工事

内容欄に送配水管の用途（上水道又は工業用水道の別）、管径及び延長を記入し、併せて

、その実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） （６）そ

の他の入札参加資格（３）の請負金額を証明する書類（契約書又はＣＯＲＩＮＳ登録デー

タの写し等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２８０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度森の台１号雨水調整池改良工事 

施工場所 
緑区森の台４２番１ 

工事概要 

掘削工１，２２３㎥、コンクリート底版築造工（１，３４３㎡、ｔ＝１５㎝）、余水吐築

造工（Ｈ＝４．１ｍ、Ｌ＝５７ｍ）、格子フェンス設置工（Ｈ＝１．８ｍ、Ｌ＝２９７ｍ）

、植栽工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ７０，０９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者、又は平成１５年

１０月１日から平成１７年９月３０日までの間に通知された土木に係る工事の横浜市請負

工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の

通知を受けた場合は、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以

上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であ

ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）工事完成検査結果通知書の写し（た

だし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要

。） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 １回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区上永谷地区下水道整備工事（その５２） 

施工場所 
港南区上永谷二丁目１１番３０号地先から１６番１６号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ３５０㎜、Ｌ＝４ｍ）、強プラ管布設工（Φ８００㎜、Ｌ＝９２．５ｍ）

、組立人孔築造工（Ｈ＝３．１ｍ、５か所）、Ｌ型側溝工Ｌ＝１２５．７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３８，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、中

区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 ９時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区白根地区環境整備工事（その２） 

施工場所 
旭区上白根町２１５番地先から２６９番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝８１．９ｍ）、強プラ管布設工（Φ８００

㎜、Ｌ＝３２ｍ）、鋼製さや管方式推進工（Φ８００㎜、Ｌ＝２８ｍ）、ライナープレート

立坑築造工（Ｈ＝１１．４ｍ、１か所）、特殊人孔築造工（Ｈ＝１０．３ｍ、１か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年１０月３１日まで 

予定価格 ７１，１４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した、深さ７ｍ以上のライナープレート工法による土木構造

物（仮設物でも可）の築造工事の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）施工実績調書（工事内容欄に土木構

造物（仮設物）の名称及び深さを記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計図

書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５３７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８２ 

工事件名 
都筑処理区白根地区環境整備工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）特記仕様書において推進工事技士の配置について定めがあるので留意すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（５）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２８３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区旭区内雨水浸透施設設置工事（その１３） 

施工場所 
旭区上白根二丁目６番地先から４８番地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工１３５か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１６日まで 

予定価格 ３７，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保

土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２８３番及び０５

２１０１１２８４番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５３７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８３ 

工事件名 
都筑処理区旭区内雨水浸透施設設置工事（その１３） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２８４番の工事と合併入札を行う。 

   予定価格については、契約番号０５２１０１１２８３番及び０５２１０１１２８４

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２８３番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

（５）契約番号０５２１０１１２８４番の工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２８４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区旭区内雨水浸透施設設置工事（その１３）に伴う付帯工事 

施工場所 
旭区上白根二丁目６番地先から４８番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００㎜、Ｌ＝３６ｍ）、Ｌ型側溝工Ｌ＝４０．５ｍ、透水性舗装工 

４，６７３㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１２８３番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２８３番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２８３番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１２８３番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５２１０１１２８３番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５３７  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  

 



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        89

契約番号 ０５２１０１１２８５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その１３） 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目１６番地の５地先から２４番地の８地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工１４３か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ６５，７１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が、鶴見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかに

あること。 

（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２８５番及び０５

２１０１１２８６番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８５ 

工事件名 
都筑処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その１３） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２８６番の工事と合併入札を行う。 

   予定価格については、契約番号０５２１０１１２８５番及び０５２１０１１２８６

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２８５番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（５）契約番号０５２１０１１２８６番の工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２８６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区青葉区内雨水浸透施設設置工事（その１３）に伴う付帯工事 

施工場所 
青葉区美しが丘西三丁目１６番地の５地先から２４番地の８地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝６５１．５ｍ）、舗装復旧工 

４，１４１．７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１２８５番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２８５番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２８５番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１２８５番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５２１０１１２８５番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区佐江戸地区送水管布設工事 

施工場所 
都筑区佐江戸町２５番地先から池辺町４２０５番地先まで 

工事概要 

ダクタイル鋳鉄管布設工（Φ１５０㎜、Ｌ＝１，４７４．４ｍ）、塩ビ管布設工（ 

Φ１００㎜、Ｌ＝８．３ｍ）、舗装復旧工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ９１，８４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３９７３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区宮沢地区下水道整備工事（その３９） 

施工場所 
瀬谷区宮沢一丁目４０番１２号地先から４７番４号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝３６５．３ｍ）、組立人孔築造工（Ｈ＝２

ｍ～３ｍ、１５か所）、舗装復旧工１，４５６㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７月３１日まで 

予定価格 ６２，８２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者、又は平成１５年

１０月１日から平成１７年９月３０日までの間に通知された土木に係る工事の横浜市請負

工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の

通知を受けた場合は、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以

上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であ

ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） （４）工事完成検査結果通知書の写し（た

だし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者は提出不要

。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（４）本件工事は債務負担行為に係る契約である。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－３５７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区瀬谷区内雨水浸透施設設置工事（その３） 

施工場所 
瀬谷区阿久和東二丁目１７番地先から３４番地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工１３９か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ６０，３４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保

土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１２８９番及び０５

２１０１１２９０番の工事件名を併記すること。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２８９ 

工事件名 
栄処理区瀬谷区内雨水浸透施設設置工事（その３） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１２９０番の工事と合併入札を行う。 

   予定価格については、契約番号０５２１０１１２８９番及び０５２１０１１２９０

番の合計金額を契約番号０５２１０１１２８９番に記載する。 

入札参加にあたっては、当該合併入札に係るすべての工事の設計図書を購入し、設

計図書代金領収書（写）を併せて提出すること。 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

（５）契約番号０５２１０１１２９０番の工事は債務負担行為に係る契約である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５２１０１１２９０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄処理区瀬谷区内雨水浸透施設設置工事（その３）に伴う付帯工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和東二丁目１７番地先から３４番地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝４４２．１ｍ）、舗装復旧工 

３，６１７．８㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７月１０日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５２１０１１２８９番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１２８９番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１２８９番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ４回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１２８９番の工事と合併入札を行う。 

なお、その他の注意事項については、契約番号０５２１０１１２８９番に記載する。 

工事担当課 環境創造局管路事業課 電話 ０４５－６７１－２８４５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２９１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区緑区中山地区下水道再整備工事（その４） 

施工場所 
緑区中山町３１５番地先 

工事概要 

ボックスカルバート布設工（□１，３００㎜×１，０００㎜、Ｌ＝１２．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ３０，２３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保

土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８４１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区泉区和泉地区下水道再整備工事（その１７） 

施工場所 
泉区和泉町６２２８番地先から６２３５番地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝６３７ｍ）、人孔蓋取替工２６か所、

舗装復旧工３，２０４．２㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ４１，１９０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、保

土ケ谷区内、旭区内、緑区内、戸塚区内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 環境創造局管路保全課 電話 ０４５－６７１－２８３１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２９３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区最戸地区下水道再整備工事（その３） 

施工場所 
港南区最戸一丁目７番１７号地先から２３番６号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝９１．２ｍ）、管更生（Φ２５０㎜～ 

Φ６００㎜、Ｌ＝３５２．５ｍ）、組立人孔築造工（Ｈ＝２ｍ、１か所）、舗装復旧工 

２４２．６㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ４２，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が、中区内、南区内、港南区内、磯子区内、金沢区内又は栄区内のいずれかにあるこ

と。 

（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 ９時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－３９８３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２９７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
河川水位情報監視システム構築に伴う水位計設備工事 

施工場所 
緑区三保町１３４５地先ほか１２か所 

工事概要 

レベル計製作・据付１３台、制御設備製作・据付一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ７４，０４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気通信 

格付等級 ‐ 

登録細目 【電気通信：通信設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

電気通信工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

上記の技術者は、平成７年４月１日以降に完成した、水位計を検出器とする水位情報監視

システム工事の元請としての施工経験を有すること。 

 

平成７年４月１日以降に完成した、水位計を検出器とする河川又は遊水池等における水位

情報監視システムの新設又は増設工事の元請としての施工実績を有し、かつ、同設備は入

札日において１年以上の稼動実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）（工

事内容欄に工事概要を記入すること。） （３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、

平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

（４）施工実績調書（工事内容欄に工事概要及び当該設備の稼動日を記入し、併せて、そ

の実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ３時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 環境創造局水・緑管理課 電話 ０４５－６７１－２８５５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１２９７ 

工事件名 
河川水位情報監視システム構築に伴う水位計設備工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は、特記仕様書において設計担当技術者の配置について定めがあるので留

  意すること。 

（２）配置する監理技術者は、本件工事に含まれる工場製作過程に限り、同一工場内で他

  の同種工事に係る製作と一元的な管理体制が明確な場合は必ずしも専任を要しない。

（３）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（４）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（５）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        102

契約番号 ０５２１０１１３０２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部汚泥資源化センター沈砂洗浄設備４０系定量フィーダ等改良工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地１ 

工事概要 

定量フィーダ（スクリューコンベヤ機長１８，５００㎜）改良工一式、コンベア類改良工

６台 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ５６，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：その他の機械器具工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

機械器具設置工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日以降に完成した機長１１，１００㎜以上のスクリューコンベア設備工事

の元請としての施工実績を有すること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）施工実績調書（工事内

容欄にスクリューコンベアの機長を記入し、併せて、その実績を証明する契約書及び設計

図書の写し等の書類を添付すること。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ３時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 環境創造局北部汚泥資源化センター 電話 ０４５－５０２－３７３８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１３０３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部汚泥資源化センター神奈川送泥施設汚泥引抜弁等改良工事 

施工場所 
神奈川区千若町１丁目１番地 

工事概要 

汚泥引抜弁改良工２台、送泥ポンプ室汚泥引抜配管改良工一式、洗浄水切替弁改良工２台

、送泥ポンプ室洗浄水配管改良工一式、洗浄水切替弁用配線改良工一式、汚泥貯留槽汚泥

投入配管改良工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ２５，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：プラント配管工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

水道施設工事業又は機械器具設置工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専

任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社創 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ３時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 環境創造局北部汚泥資源化センター 電話 ０４５－５０２－３７３８  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２１０１１３０９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢水再生センター汚泥焼却１号炉建屋解体工事 

施工場所 
金沢区幸浦一丁目９番地 

工事概要 

Ｓ造、解体面積約９２４．７９㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ２９，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 ‐ 

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業又はとび・土工工事業係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置

すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社福寿企画、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 ２回以内 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９６５  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５２３０１１０３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
桜ヶ丘アパート第２期解体工事 

施工場所 
保土ケ谷区岩崎町９８番地ほか 

工事概要 

既存住宅解体工（ＲＣ造、地上２階建、延床面積２，４２７㎡、計８棟）、集会所解体工

（Ｓ造、平屋建、延床面積５０㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ５７，５２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ひき屋・解体 

格付等級 ‐ 

登録細目 【ひき屋・解体：ひき屋・解体工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業又はとび・土工工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。
入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

工事担当課 まちづくり調整局住宅整備課 電話 ０４５－６７１－２９７３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３５０１１０２６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
県道弥生台桜木町線（六ツ川地区）舗装工事 

施工場所 
南区六ツ川二丁目１６１番地先から戸塚区平戸一丁目１３０１番地先まで 

工事概要 

排水性アスファルト舗装工７，４５４㎡、アスファルト舗装工５，５３１㎡、路面切削工

７，６０２㎡、透水性樹脂コンクリート工１２㎥、導水パイプ設置工Ｌ＝１，６５２ｍ、

排水性用雨水桝縁塊据付工６９か所、区画線設置工Ｌ＝３，３０３ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ５８，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、緑区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は

瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資

格者証の交付を受けている者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、株式会社創 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。）

工事担当課 南区南土木事務所 電話 ０４５－７４１－３１２３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３５０１１０２６ 

工事件名 
県道弥生台桜木町線（六ツ川地区）舗装工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱第２５条第１項第６号に規定する隣接施

  工に該当する工事（ただし、本件工事の入札日において、竣工検査及び引渡しが完了

している場合は隣接施工には該当しない。）：南区井土ケ谷下町地内ほか１か所舗装補

修工事 

（２）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（３）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（４）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。）

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 
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契約番号 ０５３７０１１０２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷区上菅田町地内舗装補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区上菅田町９５１番地先 

工事概要 

舗装打換工１，４００㎡、アスファルト舗装工２，５０９㎡、不陸整正工１，１００㎡、

舗装切断工Ｌ＝６５０ｍ、歩道舗装版破砕積込 １，０４０㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝４００ｍ

、区画線設置工Ｌ＝６４０ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１５日まで 

予定価格 ３６，４６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内

のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所 電話 ０４５－３３１－４４４６  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３８０１１０３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区中沢三丁目地内ほか２か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区中沢三丁目２番２２号地先から２４番２５号地先までほか２か所 

工事概要 

アスファルト舗装工６，４６０㎡、不陸整正工３，９６０㎡、舗装版切断工Ｌ＝１８５ｍ

、舗装版破砕工６，４６０㎡、区画線設置工Ｌ＝１，６６０ｍ、人孔調整工２５か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 ３０，９６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されている者、又は平成１５年

１０月１日から平成１７年９月３０日までの間に通知されたほ装に係る工事の横浜市請負

工事検査事務取扱規程第９条に基づく工事完成検査結果通知書（当該期間内に２件以上の

通知を受けた場合は、通知された月が最新月のものを対象とする。また、同一月に２件以

上の通知を受けた場合は、最高点のものを対象とする。）の評定点が８０点以上の者であ

ること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 （５）工事完成検査結果通

知書の写し（ただし、平成１６年度優良工事請負業者表彰名簿の土木部門に登載されてい

る者は提出不要。） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３８０１１０３６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区今宿南町地内ほか４か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区今宿南町１７１２番地先から２２７２番地先までほか４か所 

工事概要 

アスファルト舗装工４、０７５㎡、不陸整正工４，０７５㎡、舗装版切断工Ｌ＝３０９ｍ

、舗装版破砕工３，９３４㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝７０ｍ、区画線設置工Ｌ＝１２７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２６，４１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、南

区内、港南区内、旭区内、磯子区内、金沢区内、緑区内、戸塚区内、栄区内、泉区内又は

瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５３８０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭大橋塗装塗替工事 

施工場所 
旭区矢指町１２８５番地先から１２３５番地先まで 

工事概要 

橋梁塗装工（橋長１２１ｍ、幅員２２ｍ）６，２８７㎡、足場工２，６６２㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３９，９２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 塗装 

格付等級 ‐ 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 旭区旭土木事務所 電話 ０４５－９５３－８８０１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４１０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北区樽町四丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
港北区樽町四丁目１６番地先から１８番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１２０㎡、半たわみ性アスファルト舗装工１，１４５㎡、路盤工

２，１２０㎡、路盤及びほ装の敷均し転圧工１，１４５㎡、舗装版切断工Ｌ＝３２７ｍ、

舗装版掘削積込３，２６５㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝５８．５ｍ、区画線設置工Ｌ＝１，２５３

ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１７日まで 

予定価格 ２４，６７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 ほ装 

格付等級 【ほ装：Ａ】 

登録細目 【ほ装：アスファルト舗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

ほ装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、保土ケ谷区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内

のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４１０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北区松見町歩道橋ほか１か所補修工事 

施工場所 
港北区菊名二丁目１６番１６号地先から神奈川区松見町４丁目４５１番地先までほか１か

所 

工事概要 

橋梁塗替塗装工１，２８５㎡、足場工１４９㎡、板張防護工１４９㎡、横断歩道橋修繕工

一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２５，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 塗装 

格付等級 ‐ 

登録細目 【塗装：橋梁塗装工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

塗装工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社創、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 港北区港北土木事務所 電話 ０４５－５３１－７３６１  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５４３０１１０３５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道奈良西部第２８号線青葉区奈良町地内道路改良工事 

施工場所 
青葉区奈良町１７５０番地先から２６３２番地先まで 

工事概要 

小型重力式擁壁工（Ｈ＝０．９ｍ～１．９ｍ、Ｌ＝１４６ｍ）、ＬＯ型側溝工Ｌ＝１４６

ｍ、アスファルト舗装工８５４㎡ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３５，３５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 土木 

格付等級 【土木：Ｂ】 

登録細目 【土木：一般土木工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、港北区内、青葉区内又は都筑区内のいずれかにあること。

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等）。 （４）監理技術

者を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前

に監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社サン・アート、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午前 １０時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当する 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 青葉区青葉土木事務所 電話 ０４５－９７１－２３００  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２５８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
師岡小学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
港北区師岡町９８６番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積５４．１２㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３９，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、磯子区内、金沢区内又は港北区内のいず

れかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        116

契約番号 ０５７１０１１２５９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
笹野台小学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
旭区笹野台四丁目４８番１号 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上４階建、延床面積６２．４２㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３７，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港

南区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内、栄区内、泉区

内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新橋小学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
泉区新橋町９０９番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積６０．３㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３２，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港

南区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内、栄区内、泉区

内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
坂本小学校エレベーター設置その他工事（建築工事） 

施工場所 
保土ケ谷区坂本町６番地 

工事概要 

エレベーター棟増築工（Ｓ造、地上３階建、延床面積４１．７５㎡）、トイレ設置工（車

椅子対応、延床面積６．７７㎡、１か所） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３１，４４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港

南区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内、栄区内、泉区

内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社昭和工業写真社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
菅田小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
神奈川区菅田町６７４番地 

工事概要 

鉄骨ブレース設置工３か所、耐震スリット設置工１９か所、外壁改修工１，４６０㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ３１，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、磯子区内、金沢区内又は港北区内のいず

れかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ヒライデ・コピー、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 １時３０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
勝田小学校不足教室対策改造その他工事（建築工事） 

施工場所 
都筑区勝田町２６６番地 

工事概要 

教室等改修工（延床面積２９３．５５㎡、計４教室）、更衣室増築工（Ｓ造、地上２階建

、延床面積４４．１㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２７，２６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

次の（１）及び（２）の入札参加資格を満たす者であること。 

（１）平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地

  が港南区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内、栄区

内、泉区内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

（２）平成１７年度災害協力業者名簿に登載されている者であること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  
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契約番号 ０５７１０１１２６４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑小学校不足教室対策改造工事 

施工場所 
都筑区中川六丁目２番１号 

工事概要 

ピロティ改修工（延床面積２５６㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２３，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 建築 

格付等級 【建築：Ｂ】 

登録細目 【建築：建築工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

建築工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用

期間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成１７・１８年度の横浜市入札参加資格審査申請における主たる営業所の所在地が、港

南区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、戸塚区内、栄区内、泉区

内又は瀬谷区内のいずれかにあること。 

提出書類 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式）

（３）主任技術者を配置する場合は、配置する技術者の雇用（期間）が確認できる書類（

健康保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者証の写し等）及び（２）に記載した資格

を証明する書類（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し等） （４）監理技術者

を配置する場合は、監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に

監理技術者資格者証の交付を受けている者は提出不要。）。 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市財政局契約部掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ２日（水）午後 ２時１０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル１０階大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事  該当しない 

注意事項 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の工事費内訳

  書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入

札金額と一致させること。 

（２）入札日において、入札参加資格審査申請における本件工事と同工種の元請最高請負

  実績額が本件工事費の６割に満たず、かつ、下請最高請負実績額が本件工事費の８割

に満たない者は、本件工事の契約を締結できない（公告本文９（８）を参照）。 

（３）調査基準価格未満で入札した場合の取扱いは公告本文８（１）及び（２）による。

工事担当課 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－２９７０  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６  

 



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        122

 

横浜市調達公告第187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17年10月11日 

                                 契約事務受任者 

                                  横浜市財政局長 小 野 耕 一  

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

    ア 横浜市緑区内 本市施設 一般廃棄物処理業務委託 一式 

  イ 横浜市青葉区内 本市施設 一般廃棄物処理業務委託 一式 

 (2) 業務内容 

     入札説明書による。 

 (3) 履行期間 

   平成17年12月1日から平成18年3月31日まで 

  (4) 履行場所                                             

   第１号ア及びイに掲げる業務ごとに、次のとおりとする（詳細は、入札説明書による。）。 

  ア 資源循環局緑事務所ほか34か所 

  イ 資源循環局青葉事務所ほか34か所 

(5) 入札方法 

     第１号ア及びイに掲げる業務ごとに入札に付し、概算数量の総価により行う。 

２ 入札参加資格 

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

認を受けなければならない。 

  (1) 横浜市契約規則（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) 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「一般廃棄物処理」に登録が認めら

れている者であること。  

  (3) 平成17年10月20日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市一般競争参加停止及び指名停

止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けていない者であること。 

 (4) 当該業務の履行に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による一般

廃棄物収集運搬業の許可を受けている者であること。 

 (5) 当該業務又はこれと同種の業務の実績を有する者であること。 

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) 提出書類及び提出部課 

      入札説明書による。 

 (2) 提出期限 

      平成17年10月20日午後５時まで 

  (3) 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） 

      飯田 電話 045 (671) 2250（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項の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、この公告の日から入札日まで閲覧

に供する。 

６ 入札説明書等の交付 

 (1) 交付期間 

     平成17年10月11日から平成17年11月４日まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午
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まで及び午後１時から午後５時まで） 

 (2) 交付場所 

   〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

   横浜市資源循環局資源化推進部減量推進課（松村ビル本館６階） 

   電話 045 (671) 2530（直通） 

 (3) 交付方法 

      有償（500円）で交付する。この場合、入札説明書等交付希望者は、第３項第３号に掲げる部課で配

付する納付書で、本市指定の金融機関等に納付後、前号の部課において領収書の確認を受けた上で交

付を受ける。 

７ 入札及び開札の日時及び場所等 

  平成17年11月22日午前10時 横浜市財政局契約部入札室（関内中央ビル２階） 

    ただし、郵送による入札については、平成17年11月21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。 

８ 入札の無効 

    次の入札は、無効とする。 

 (1) 第２項の資格条件を満たさない者が行った入札 

  (2) 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 

  (3) 横浜市契約規則第19条の規定に該当する入札 

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 

   設計図書に定める部分払の基準により、部分検査終了後、請求に基づき支払う。 

12 その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

    日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 契約書作成の要否 

   要する。 

  (3) 詳細は、入札説明書による。 

13 Summary 

 (1) Subject matter of the contract:                   

① Solicitation for general waste acceptance and transportation services for municipal 

institutions in Midori Ward, City of Yokohama. 

② Solicitation for general waste acceptance and transportation services for municipal 

institutions in Aoba Ward, City of Yokohama. 

  (2) Date of tender: 10:00 a.m., 22 November, 2005 

  (3) 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) 2250 
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交通局調達公告第34号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「案内表示器設置工事」の１件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年10月11日 

 

横浜市交通事業管理者 

交通局長 魚 谷 憲 治 

 

１ 入札参加資格 

入札参加者は、入札日（ただし、基準日を別に定める場合を除く。）において、次に掲げる資格をすべ

て満たしていなければならない。 

(1) 横浜市交通局契約規程（昭和52年８月交通局規程第12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交通局工事請負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) 横浜市一般競争入札有資格者名簿（工事関係）に登載されている者であること。 

(3) 横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措

置を受けていない者であること。 

(4) 工事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) 入札に参加しようとする工事の設計図書を次項第２号に定める手続により購入した者であること。 

(6) その他詳細については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱

及び横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得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) 設計図書の購入 

ア 設計図書は、イの期間に交通局総務部財務課において閲覧に供する。 

イ 設計図書購入の申込期間 

この公告の日から平成17年10月14日午後５時まで 

ウ 設計図書の購入先 

工事ごとに定める。 

エ 設計図書購入の申込手続 

横浜市交通局総務部財務課において閲覧又は横浜市のホームページを参照すること。 

(3) 前項に掲げる入札参加資格の確認は、開札後に資格を確認する必要があると認める者について行う

。 

３ 入札方法等 

(1) 入札及び開札の日時及び場所については、工事ごとに定める。 

(2) 入札参加者は、定められた日時及び場所において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) 入札書は、設計図書の販売とあわせて交付する所定の用紙を用いること。 

(4) 入札に当たっては、工事費内訳書を持参すること。当該工事費内訳書は、本市が工事ごとに定めた

設計図書（参考資料等の内訳書を含む）と同程度の内容のものとし、合計金額は入札金額と一致させ

ること。また、入札時に提出を求められた場合は、当該工事費内訳書を入札担当者へ提出すること。 

なお、当該工事費内訳書は入札時以降も提出を求める場合があるので、入札後も落札決定までの期

間は各自保管するものとする。 

(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の1 0 0分の５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 5分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 

(6) 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。入札者又はその代理人が開札に立ち

会わないときは、当該入札事務に関係のない本市職員を立ち会わせるものとする。 

(7) 入札の回数は１回とする。 

なお、開札をした結果、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、当該入札

を不調とする。 

交 通 局 
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(8) 合併入札の場合には、入札書にすべての工事件名を記載し、金額はすべての工事の合計金額を記載

すること。 

(9) 特定建設共同企業体が入札を行う場合は、入札書に共同企業体名、共同企業体の代表構成員の所在

地、商号又は名称及び代表者名を記載して入札を行い、共同企業体協定書兼委任状をあわせて提出す

ること。 

４ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 横浜市交通局契約規程第22条の規定に該当する入札 

(2) 第１項に定める入札参加資格を満たさない者が行った入札 

(3) 工事費内訳書の提出をしない者が行った入札又は前項第４号の定めに従わない工事費内訳書を提出

した者が行った入札 

(4) 特定建設共同企業体による入札の場合に、共同企業体協定書兼委任状を提出しない者が行った入札 

(5) 建設共同企業体の構成員となっている者が、同一の入札において単体又は他の建設共同企業体の構

成員として入札を行った場合、その者及びその者を構成員とする建設共同企業体が行った入札 

(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) 指定された入札箱以外の入札箱に対して行った入札 

(8) 前項第８号及び第９号に定める方法によらない入札 

５ 入札参加資格の確認及び落札の決定 

(1) 開札後、工事ごとに定める予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（以下「

落札候補者」という。）及び当該価格を発表し、落札の決定は保留する。 

(2) 落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を満たす者であるかを確認する。 

(3) 前号に規定する確認の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

ア 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者であることを確認した場合には、その者を落札者とし

、その旨通知する。落札者以外の入札参加者については、入札の結果を一般の閲覧に供することをも

って通知に代えるものとする。 

イ 当該落札候補者が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合には、その者の入札を無効

とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもっ

て入札をした者を新たに落札候補者とし、前号の入札参加資格の確認を行う。以後、落札者が決定す

るまで同様の手続を繰り返す。 

(4) 第２号の入札参加資格の確認に当たっては、当該落札候補者は、工事ごとに定める提出書類等を、

入札日（前号イにおいて新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日）から翌開庁日の

午後５時までの間に提出し、また確認のために必要な指示に従わなければならない。上記期間内に書

類等が提出されない場合又は指示に従わない場合には、当該落札候補者は入札参加資格を満たす者で

ないとし、前号イの手続により落札者を決定する。 

(5) 第３号イの手続により、落札候補者の入札を無効とした場合には、入札を無効とした理由を付して

、当該落札候補者に通知する。 

(6) 落札候補者の入札価格が工事ごとに定める調査基準価格未満である場合は、第２号の入札参加資格

の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に定める調査を行う。 

(7) 前号の調査の結果、当該入札価格では、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととな

るおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、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

。 

(8) 第６号の調査に当たっては、当該落札候補者は、横浜市交通局工事請負契約に係る低入札価格取扱

要綱に定める書類を各３部、別に指定した日時までに提出し、また、調査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横浜市交通事業管理者の指示に従わ

ない場合には、前号に該当するものとし当該落札候補者を落札者としないものとする。 

(9) 前号に定める書類は、第３項第４号に定める工事費内訳書に記載した各項目の内容に対応したもの

を提出すること。対応した工事費内訳書の提出がない場合には、第７号に該当するものとし当該落札

候補者を落札者としないものとする。 

(10)第２号の入札参加資格の確認の結果、落札となるべき同価の入札をした者（第６号の調査を行った

後、落札者としない者があった場合はその者を除く。）が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引

かせて落札者を決定するものとする。この場合、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、

その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員をしてくじを引かせ落札者を決定するものとする

。 
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(11)入札後、落札決定するまでの間に、当該落札候補者が横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止

等措置要綱第２条第１項、第３条又は第４条に該当した場合（ただし、軽微な事由による停止措置を

除く。）には、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち

最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とする。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金はこれを免除する。 

(2) 契約保証金の有無については、工事ごとに定める。 

(3) 契約保証金を求める場合の取扱いについては、横浜市交通局工事請負等競争入札参加者心得第27条及

び第28条の規定よる。 

７ 契約金の支払方法 

(1) 前金払の有無及び方法並びに部分払の回数は、工事ごとに定める。 

なお、前金払は部分払の回数に含まない。 

(2) 工事ごとに定める前金払の方法が「する（一括）」とある場合には、契約を締結した会計年度におい

て、契約金額の10分の４以内の額を支払う。また、「する（各年）」とある場合には、契約で定める各会

計年度の出来高予定額の10分の４以内の額を、当該会計年度ごとに支払う。 

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約である場合には、工事ごとに明示する。この場合の契約金の支

払いは、契約期間中の各会計年度において、契約で定める当該会計年度の支払限度額の範囲内で、出

来高に応じて行う。 

８ その他 

(1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事に該当するか

否かは、工事ごとに明示する。 

(2) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締

結する予定がある場合には、工事ごとに明示する。 

(3) 入札を執行し、落札者が決定したときは、本市の定める契約書の取り交わしをするものとする。こ

の場合、契約書の作成費用は落札者が負担するものとする。 

(4) 配置技術者の届出後、当該工事が完成するまでの間は、当該技術者の変更はできない。ただし、技

術者の変更が真にやむを得ないと認められる場合で、かつ、新たに配置する技術者が第１項に定める

入札参加資格（変更すべき事由が生じた日を基準日とする。）を満たすと確認された場合は、この限り

でない。 

 (5) 必要と認めるときは入札を中止することがある。 

 (6) 開札後、落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除いて、落札者となることを辞退するこ

とはできないものとする。 

 (7) 第５項第２号の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市交通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第

25条第１項の規定に基づき適格性の審査を行い、当該工事の請負業者としての適格性に欠ける者と認定

された場合は、当該工事の契約は締結しないものとする。 

   なお、入札日において、平成17・18年度の横浜市入札参加資格審査申請における当該工事と同工種の

元請最高請負実績額が当該工事の工事費（当該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を

乗じた額）の６割に満たず、かつ、当該工事と同工種の下請最高請負実績額が当該工事の工事費（当

該工事の予定価格欄に記載された金額に1 0 0分の1 0 5を乗じた額）の８割に満たない者は、横浜市交

通局工事請負に関する競争入札取扱要綱第25条第１項第９号に該当し、適格性に欠ける者となるので留

意すること。 

(8) 工事ごとに定める調査基準価格未満の金額で入札を行って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又は第５項第４号若しくは第８号に定める書類を提出しない場合

は、横浜市交通局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱第２条の規定により、参加停止の措置を

行う。 

(9) その他この公告に規定のない事項については、横浜市交通局契約規程、横浜市交通局公共工事の前

払金に関する規程、横浜交通局市工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市交通局工事請負等競

争入札参加者心得等に定めるところによるものとする。 
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契約番号 ０５５３０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
案内表示器設置工事 

施工場所 
港北区北新横浜１丁目１２番の１ほか４か所 

工事概要 

案内表示中央装置製作・設置１台、案内表示操作端末製作・設置２台、案内表示器製作・設

置２２台、戸塚駅案内表示器撤去工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ８０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ５６，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 電気通信 

格付等級 － 

登録細目 【電気通信：通信設備工事】 

所在地区分 市内、準市内又は市外 

技術者 

電気通信工事業に係る監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

当該技術者は入札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、（２）当該雇用期

間が３か月間経過しており、（３）他の工事に従事していない者でなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

平成７年４月１日から入札日までの間に完成した鉄道用旅客案内表示器及び制御装置の製作

及び設置工事の元請としての施工実績を有すること。（当該施工実績が共同企業体の構成員

としての実績の場合は、出資比率が１０分の２以上のものに限る） 

提出書類 

※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社新日本プリント、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月１４日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市交通局財務課掲示板又は横浜市のホームページを参照すること。 

入札及び開札日時 平成１７年１１月 ９日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区万代町１丁目１番地教育文化センタービル９階交通局大会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 免除 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条第１項に規定する対象建設工事 該当しない 

注意事項 
※次頁のとおり 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は１頁目です。） 

工事担当課 交通局電気課 電話 ０４５－６７１－３１８８  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２  



横浜市報調達公告版 

                                第 44号 平成 17年 10月 11日発行 

                                                    

                        128

契約番号 ０５５３０１１０４０ 

工事件名 
案内表示器設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写） （２）配置技術者（変更）届出書（第６号様式） （３

）監理技術者講習修了証の写し（ただし、平成１６年２月２９日以前に監理技術者資格者証

の交付を受けている者は提出不要） （４）施工実績調書（工事内容欄に路線名及び工事概

要を記入し、併せてその実績を証明する契約書及び設計図書の写し等の書類を添付すること

） 

 

【注意事項】 

（１）入札にあたっては、当該工事について本市が定めた設計図書と同程度の詳細な工事費

内訳書を持参し、提出を求められた場合は提出すること。また、内訳書の合計金額は、入札

金額と一致させること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。 

（２）調査基準価格未満の価格で入札を行った場合は、横浜市交通局工事請負契約に係る低

入札価格取扱要綱に定める書類（第１号様式から第１２号様式まで）を各３部入札日の翌開

庁日の午後５時までに提出すること。提出できない場合、当該入札者の入札を無効とする。

 

 

 

 

 

 

 

本件工事の公告は２頁ありますので、ご注意ください。   （この頁は２頁目です。） 

この頁に記載されていない事項については、１頁目をご確認ください。 

 


