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第 46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】 

△特定調達契約に係る一般競争入札の施行（庶務事務システム開発運用等包括的業務委託）････････････２ 

△一般競争入札（電子入札対象案件）の施行（平成１７年度和泉川改修工事（その４）ほか８件）･････････９ 

△1,000万円以上2,500万円未満の一般競争入札の施行（鶴見市場地域ケアプラザ・鶴見市場 

コミュニティハウス緑化工事ほか 65件）･･･････････････････････････････････････････････････････25 

△2,500万円以上の一般競争入札の施行（市道新港町第３３号線歩道整備工事ほか 55件）･････････････96 

 

【水道局】 

△2,500万円以上の一般競争入札の施行（大熊町ほか１か所φ１００ｍｍ配水管新設工事の１件）･････168 

 

【交通局】 

△1,000万円以上2,500万円未満の一般競争入札の施行（伊勢佐木長者町駅火災対策設備適合 

化工事の１件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････173 

△2,500万円以上の一般競争入札の施行（高圧配電ケーブル更新工事（万代町変電所～横浜駅 

）外１件）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････177 

△特定調達契約の落札者等の決定･･････････････････････････････････････････････････････････････184 
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横浜市調達公告第 190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 25日 

契約事務受任者 

横浜市助役 本多 常高 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 事業名称 

    庶務事務システム開発運用等包括的業務委託 

 (2) 事業内容 

入札説明書等による。 

 (3) 事業期間 

契約締結日から平成 23年３月 31日まで（詳細は、入札説明書等による。） 

 (4) 予定価格 

460,500,000円（消費税及び地方消費税含む。） 

 (5) 入札方法 

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

（詳細は、入札説明書等による。） 

２ 競争参加資格 

  入札に参加しようとする者は、単独又は共同企業体で構成されており、下記の要件をすべて満たすもの

であること。 

(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項の規定に定めた資格を有する者であること。 

(2) 競争参加資格確認申請書の受付締切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指名停止措置を受けていない者であること。 

(3) 横浜市の一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において、「コンピュータ業務」に登録

が認められている者で、かつ、細目Ａに該当し、Ａ等級に格付けされているものであること。 

(4) 共同企業体で参加する場合は、自主結成であり、企業間で協定書を締結していること。 

(5) 共同企業体で参加する場合は、代表企業を定めること。この場合、構成企業の中で出資比率が最も

大きい者を代表企業とすること。 

 (6) 共同企業体で参加する場合は、すべての参加企業が上記(1)から(3)に該当していること。 

 ※ なお、単独・複数（構成企業含む。）に関わらず、１企業が参加できる入札は１回とする。 

３ 競争参加の手続 

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

続を行うものを含む。）は、次のとおり競争参加の手続を行わなければならない。 

(1) 提出書類及び提出部課 

  入札説明書等に掲げる書類を第３号に掲げる部課に提出すること。 

(2) 提出期限 

平成 17 年 10 月 25日から平成 17年 11 月４日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時

から午後５時 15分まで（ただし、正午から午後１時を除く。） 

(3) 問い合わせ先 

〒231-0017 中区港町１丁目１番地 

横浜市総務局ＩＴ活用推進部ＩＴ活用推進課（市庁舎３階） 

電話 045(671)2116（直通） 

４ 競争参加資格の喪失 

競争参加資格の確認結果の通知後、競争参加資格確認結果通知書を受けた者又はその構成員が次のい

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。 

調 達 公 告 
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(2) 入札説明書等に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

５ 入札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、第３項第３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 25 日から平成 17 年 11 月 22 日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９

時から午後５時 15分まで（ただし、正午から午後１時を除く。） 

(2) 交付場所 

第３項第３号に掲げる部課 

(3) 交付方法 

入札説明書等は CD-ROM で無償にて交付する。なお、入札説明書等の一部については、横浜市ホーム

ページ上においても掲載する。 

７ 入札の日時及び場所等 

 (1) 日時 

   平成 17年 12月６日午前 10時 

   なお、郵送による入札については、平成 17 年 12 月５日午後５時 15 分までに第３項第３号に掲げる

部課に必着のこと。 

 (2) 場所  

関内駅前第一ビル５階会議室Ｄ 

８ ヒアリング 

  入札後に提案等についてヒアリングを行う場合がある。 

９ 入札の無効 

次の入札は、無効とする。 

(1) 入札説明書等に定める提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札 

(2) 入札公告及び入札説明書等に示した競争参加資格のない者が行った入札 

(3) 横浜市契約規則第 19条の規定に該当する入札 

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

(5) 金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札書による入札 

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

10 落札者の決定 

評価に関しては、「評価委員会」を市に設置し、落札者決定基準に基づき、予定価格の範囲内で審査の

うえ、市が決定する。なお、落札者決定基準は別記のとおりとする。 

11 入札保証金及び契約保証金 

いずれも免除する。 

12 契約金の支払方法  

(1) 前金払 

行わない。 

(2) 契約金の支払方法 

契約書に基づき支払う。 

13 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 契約書作成の要否 

要する。 

(3) 詳細は、入札説明書等による。 

14 Summary  

(1) Subject matter of the contract:  

Develop and use of the General affairs business system 

(2) Date of tender: 10:00 a.m., 6 December, 2005 

(3) Contact point for the notice: General Affairs Bureau Information Technology Application 
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Promotion Department Information Technology Application Promotion Division ， City of 

Yokohama, 

1-1 Minato-cho,Naka-ku, Yokohama,231-0017, TEL 045 (671)2116 

 

別記「落札者決定基準」 

１ 基本的な考え方 

落札者の決定にあたっては、本市にとって最適な事業者を選定するため、予定価格の制限の範囲内の

価格をもって有効な入札をした者のうち、提案内容の評価である「技術点」に入札価格の評価である

「価格点」を加算する総合評価方式を採用し、「総合評価点数」の最も高い入札者を落札者とする。 

（1） 技術点 

   「提案評価表」（別紙１）に基づき提案内容を評価し、「技術点」を与える。ただし、本市の定める必

須項目について項目ごとに最低限要求する要件を満たしていない場合は、落札者としない。 

   技術点の満点は６００点とする。 

（2） 価格点 

   入札価格については、後に示す計算式に基づき、「価格点」を与える。 

   価格点の満点は４００点とする。 

（3） 総合評価の方法及び落札者の決定方法 

   （1）及び（2）で評価した「技術点」及び「価格点」の合計点数（＝総合評価点数）が最も高い者を

落札者とする。 

   合計点数の満点は１０００点（技術点６００点＋価格点４００点）とする。 

（4） 有効数字 

   「技術点」及び「価格点」の算出にあたっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数点以下２桁目

で四捨五入する。 

（5） 総得点の最も高い者が２以上あるときの対応 

   当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かな

い者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。 

２ 技術点 

  技術点は、評価基準に基づき、評価委員会が総合評価のための提案書を審査し、次により算出する。 

（1） 配分の考え方 

   提案評価表の各評価項目に配分する得点は、次のように設定する。 

配分の考え方 評価項目（大項目） 配点 比重 

ア 提案の基本的な考え方等について 1 基本的事項 30 5.0%

イ 業務機能／システム性能・機能等について 
2 機能要件 

3 システムの性能・機能等 
160 26.7%

ウ システム信頼性・安全性等について 4 システムの信頼性・安全性等 160 26.7%

エ システム拡張性／運用・保守等について 
5 システムの拡張性・柔軟性 

6 保守・支援等 
160 26.7%

オ 開発方法／スケジュール等について 7 開発方法・スケジュール等 90 15.0%
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（2） 各評価項目の評価点 

   提案書の記述内容により、０点から５点までの６段階評価とする。 

   ６段階評価の目安は、次のとおりとし、本市で想定している一般的な提案は３点とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 各評価項目の重み 

   重要度に応じて、「１」から「４」までの重みを評価項目ごとに設定する。 

   重みが「４」の項目を必須項目とする。 

（4） 評価項目点 

   評価項目ごとの評価点に各評価項目の重みを乗じて得た点を評価項目点とする。 

（5） 技術点に係る得点 

   評価委員会の各委員の合計点の平均を当該入札者の技術点に係る得点とする。 

（6） 必須項目 

   「提案評価表」（別紙１）において「重み」が「４」の項目は、本市が特に重要と考える項目であり、

必須項目とする。 

   必須項目の提案内容が、「提案書作成要領」における「記述内容（要求要件）」を満たしていないもの

は、不合格とする。 

３ 価格点 

（1） 価格点は次により算出する。 

 

 

 

 

   入札者のうち、最低の入札価格の者の価格点を４００点とし、最低の入札価格以外の入札価格の者は、

当該入札価格に応じて最低の入札価格に対する割合に１６０点を乗じた上で、基礎点として２４０点

を加算した点を価格点とする。 

（2） 入札価格は、次の項目をすべて盛込むものとする。 

  ア 契約期間中（「契約締結日から平成２３年３月３１日まで」、以下同じ。）に発生するソフトウェア

開発費とそれに係る施工管理等調整費 

  イ 契約期間中の運用費（研修、説明会等、実証実験、ユーザ支援機能等を含む） 

  ウ 契約期間中のシステム管理、点検保守、障害対応・障害管理、各種報告等保守作業 

  エ 契約期間中に開発したシステムの改修費 

  オ その他必要な費用 

（3） 入札者の入札額が本市の予定価格の１０５分の１００を上回った場合は、当該入札者を落札者としな

い。 

４ 総合評価点数の考え方 

  技術点と価格点の割合は６：４（技術点６００点、価格点４００点）とするが、これは次の考え方によ

るものとする。 

【評価の目安】 

非常に優れている      ５点 

優れている         ４点 

普通（本市で想定する提案） ３点 

劣っている         ２点 

非常に劣っている      １点 

記述がない         ０点 

価格点＝２４０＋１６０×最低入札価格÷入札価格 
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（1） 基本的な配分 

技術点と価格点の配分は、基本的には４：４（技術点４００点、価格点４００点）とする。 

（2） 技術点の加点 

   将来的な本市における「庶務事務」に関する事務処理方針に適切に対応するため、システムの拡張

性・柔軟性、メンテナンスの容易性、開発方法／プロジェクト管理などの評価項目を提案評価表に盛

込み、これにかかる技術点２００点を考慮することとし、技術点の配点を６００点とする。 
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別紙１　【提案評価表】

1

２

3

4

4.3.1 操作性の考え方

事務所・事業所等における操作性

提案にあたっての基本的な考え方

提案内容の具体性

共通機能

出退勤関連機能

2 10

3 15 2.5%

1.7%

2 10 1.7%

2 10 1.7%

3 15 2.5%

3 15 2.5%

10 1.7%

2 10 1.7%

2

15 2.5%

32 160 26.7%

3

55 9.2%

1.7%

4 20 3.3%

11

10

20 3.3%

20 3.3%

15

17.5%

4

3

4 20 3.3%

15 2.5%

機能仕様書等に示された要件を満たし、かつ、その実現方法等が詳細に具体的に記述されているか。
また、本市の方針や目的、解決すべき課題や想定効果等を適切に理解した妥当な提案がとなっているか。

2

機能仕様書等の共通機能（2.4の「ユーザ支援機能、ユーザ研修・マニュアル」に係る部分を除く）について、具
体的な実現方法が全て記述されているか。
また、当該機能要件以外に有益な提案が具体的に記述されているか。

機能仕様書等の出退勤機能について、具体的な実現方法が全て記述されているか。
特に、出（退）勤管理について有効な仕組みが提案されているか。
また、当該機能要件以外に有益な提案が具体的に記述されているか。

機能仕様書等の出張機能について、具体的な実現方法が全て記述されているか。
特に、利用者の誤操作や負荷を軽減する仕組みについて具体的な提案がされているか。
また、当該機能要件以外に有益な提案が具体的に記述されているか。

機能仕様書等のユーザ支援機能（FAQ表示機能、マニュアル表示機能、操作等問合せ対応など）について、
具体的な実現方法が全て記述されているか。
特に、問い合わせ内容をFAQに反映させる仕組みについて具体的な提案がされているか。
また、機能仕様書等のユーザ研修・マニュアルについて、具体的な実現方法が全て記述されているか。
さらに、当該機能要件以外に有益な提案が具体的に記述されているか。

実証実験について、考え方、実験方法、役割分担等が具体的に記述されているか。
また、当該機能要件以外に有益な提案が具体的に記述されているか。

3

4

本市のネットワーク構成・容量、想定する処理量等を踏まえた上で、留意点及びその対応が具体的に記述され
ているか。

全体概要、ハードウェア構成、ハードウェア要件が具体的に記述されているか。
技術の先進性、拡張性及び効率性などについて説明があるか。また、最新の技術を導入しているか。
本システムが良好なレスポンス、安定性、拡張性、経済性等を保つための工夫が具体的に記述されているか。
ハードウェアの全体構成図及びハードウェア一覧／諸元が、具体的にかつわかりやすく記述されているか。
本市の既存のクライアントが有効活用できる推奨スペックとなっているか。
経費見積額は妥当か。

全体概要、ソフトウェア構成、システムの性能、パッケージ内容、カスタマイズ内容が具体的に記述されているか。
技術の先進性、拡張性及び効率性などについて説明があるか。また、最新の技術を導入しているか。
ソフトウェアの全体構成図及び主要ソフトウェアの概要、選定理由等が具体的にわかりやすく記述されているか。
また、本システムが良好なレスポンス及び安定性を保つための工夫が具体的に記述されているか。

システム開発において、標準化技術が十分に採用されているか。
また、独自仕様が極力無い提案であるか。

21

2

5.0%

3 15 2.5%

6

1.7%

2.5%

105

提案にあたっての基本的な考え方等が簡単にまとめて記述されているか。
また、本市の方針や目的、解決すべき課題や想定効果等を適切に理解した妥当な提案となっているか。

30

他業務（第二段階）の開発・運用に関する協力について具体的に記述されているか。
また、第二段階の開発や第二段階以降の全業務の運用がスムーズに行われるための有効な協力内容の提案
がされているか。これに伴う本市の新たな経費負担が無い提案であるか。

通常時及び障害発生時における、システムの稼働状況監視の内容等が具体的に記述されているか。

提供する業務サービスに関して、サービス稼働率及び測定方法が具体的に提案されているか。

提供する業務サービスに関して、オンライン応答時間遵守率及び測定方法が具体的に提案されているか。

4.3 操作性

4.3.2

利用者満足度

ＳＬＡ追加提案

4.2.1

4.2.2
4.2 信頼性技術

4.1.3

信頼性の考え方

システムの稼働状況監視

4.1.4

4.1
信頼性指標

（SLA）

3.1.1

3.2

4.1.1

3.1 環境条件

ハードウェア構
成

4.1.2

標準性

システム機能3.1.3

業務提供サービス稼働率

オンライン応答時間遵守率

3.1.2 ソフトウェア構
成

システムの信頼性・安全性等

ア ハードウェア全体概要

イ

ウ

ソフトウェア全体概要

ソフトウェア構成図

主要ソフトウェア概要

機器の障害などによるシステムダウンがないような仕組みや対策が具体的に記述されているか。

具体的な追加提案があるか。

システムの操作性、ユーザインターフェースに関して具体的に記述されているか。
また、操作ミスや入力ミスを防ぐ仕組みや職員の利便性向上を実現するための継続的な改善についての仕組み
や対策について、ユーザ像を想定した具体的な提案であり、かつ専門知識等を必要としない優れた操作性を有
しているか。

2.1

2.2

ウ
ハードウェア一覧／
ハードウェア諸元

ア

2.3

利用者満足度及び測定方法について具体的に提案されているか。

事務所・事業所等における操作性等に関して、十分なセキュリティやスループットを確保できるような仕組みや対
策が具体的に記述されているか。

出張関連機能

4 20 3.3%

2 10 1.7%

10

上限
配点

重み 比重

イ ハードウェア構成図

機能要件

基本的事項

1.1

1.2

評価事項（評価基準）
評　　価　　項　　目

大項目 中項目 小項目

ユーザ支援機能、ユーザ研修・マニュアル

2.6

システムの性能・機能等

2.5 実証実験

他業務（第二段階）委託事業者との協力

2.4

7



横浜市報調達公告版
第46号　平成17年10月25日発行

別紙１　【提案評価表】

上限
配点

重み 比重評価事項（評価基準）
評　　価　　項　　目

大項目 中項目 小項目

5

6

7

機能追加、手続等の追加・変更等対応

20

20

開発時のセキュリティ対策

運用時のセキュリティ対策

16

4

4

機能追加並びに手続を新規に追加する場合や既存の電子化手続の変更に対応するためのプログラム構造及
び対策について、具体的な提案がされているか。
また、機能追加等に対応する業務プログラムの拡張について、当該機能等の変更が他の機能等に影響を与え
ないなど、拡張が柔軟に行われる仕組みであるか。

システムの拡張性・柔軟性

5.1.1

5.1

運用自動化機能

障害時のデータ復旧

セキュリティ方針

オペレーション信頼性向上対策

2 10 1.7%

2 10 1.7%

4

1 5 0.8%

1 5 0.8%

1 5 0.8%

18

20 3.3%

2 10

90 15.0%

1.7%

3 15 2.5%

2 10 1.7%

3 15 2.5%

3 15 2.5%

3 15 2.5%

4 20 3.3%

3 15 2.5%

3.3%

13.3%

4 20 3.3%

4 20 3.3%

3.3%

80

10 1.7%

2 10 1.7%

3 15 2.5%

16 80 13.3%

2 10 1.7%

2

1 5 0.8%

2 10 1.7%

1 5 0.8%

7.4.3

保守・支援等

5.2

システム開発後の部署・職員の対象拡大や組織改編等に伴う設定変更への対応について、必要な作業、役
割分担の考え方が具体的に記述されているか。
また、これらに対して拡張性・柔軟性のあるシステムとなっているか。

6.1

6.2

6.3 監視保守要件

システム保守・支援

運用保守要件

業務プログラム
の拡張性・柔軟
性

5.1.2

対象部署・職員拡大、組織改編等対応

処理能力の向上、ファイル容量の増大及びクライアントの増加等のシステム拡張要因等に対するハードウェアの
拡張性について、具体的に記述されているか。

運用保守要件について考え方、作成するドキュメント及びその内容、管理方法が具体的に記述されているか。
また、機能仕様書の運用要件を満たしているか。

メンテナンスが容易な機能構成、機能分割となっているか。

監視保守要件について監視の考え方、作成するドキュメント及びその内容、管理方法が具体的に記述されてい
るか。

システム開発後における、処理形態の拡張性、ネットワーク拡張性、オペレーティングシステムの拡張性などのソフ
トウェアの拡張性について、具体的に記述されているか。

7.3 技法／ツール

品質管理

要員体制、役割分担

要員の技術力、開発経験の有無

スケジュール、手法

プロジェクト管理手法

7.2.1

7.2.2

7.2 プロジェクト管理
7.2.3

7.2.4

開発方法・スケジュール等

7.1

6.4
ドキュメント

開発方法論

6.4.1

6.4.2

メンテナンス容
易性

機能構成等

5.3

ハードウェア拡張性

ソフトウェア拡張性

4.5 セキュリティ
4.5.3

4.5.4 セキュリティマネジメント

4.5.1

4.5.2

4.4 安全性 4.4.2

4.4.3

4.4.1

情報セキュリティマネジメントの内容が具体的に記述されているか。
特に、個人情報保護に対する考え方、保護施策が具体的に記述されているか。

開発時の物理的・技術的・人的セキュリティに関して、セキュリティ上の脅威と対策方法について具体的な提案
がされているか。

セキュリティ上の脅威と対策方法について、具体的な提案がされているか。
また、意図的な情報の漏洩及び破壊に対する保護機能についても具体的な提案がされているか。

オペレーションにおける誤操作対策等が具体的に記述されているか。
また、対策が十分図られているか。

障害時のデータ復旧を確実に行う仕組みが具体的に記述されているか。
また、データベース破壊時の復旧が素早くできるか。データ信頼性は確保できるか。

システム運用の自動化、省力化を目的とする機能等が具体的に記述されているか。
また、運用自動化が十分図られているか。

システム保守・支援について、サービス時間帯、要員体制、要員の役割などが具体的に記述されているか。
本市の職員がかかわる運用業務の内容について具体的に記述されているか。
また、職員の運用負荷軽減策について、具体的に記述されているか。

運用時の物理的・技術的・人的セキュリティに関して、セキュリティ上の脅威と対策方法について具体的な提案
がされているか。

汎用性の高いツールか。将来のシステムの改善に対応できるか。また、将来のシステム保守作業の負担軽減に
十分な配慮がされているか。

業務を遂行する上での適切な品質管理基準を取得しているか。

ドキュメントについて種類と内容が具体的に記述されているか。

プロジェクト管理手法について具体的に記述されているか。

開発方法論及びその採用理由が具体的に記述されているか。

全社的に適切な機密保持体制を有しているか。

業務を遂行する上での適切な公的資格等を取得しているか。

システム開発・運用における要員体制が具体的に記述されているか。役割分担等は妥当か。
特に、本市の役割分担が著しく負荷の生じるものとなっていないか。

経験豊富なPM及び高度情報処理資格等を有する要員の確保が可能であるか。

実現性の高いスケジュールがその方法と共に具体的に記述されているか。
また、短期間で実現するにあたっての開発、運用及び拡大に対応する進め方等に関して、創意工夫されたアイ
デアが具体的に提案されているか。

600 100%120合　    　計

7.4.1

7.4.2 公的資格

機密保持体制

7.4 事業者の信頼
性

8



横浜市報調達公告版 

                                第 46号 平成 17年 10月 25日発行 

                                  9

 

横浜市調達公告第 191号 

一般競争入札（電子入札対象案件）の施行 

次のとおり、「平成１７年度和泉川改修工事（その４）」ほか８件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年10月25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 28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。 

 

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 
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(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。 

 

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。 
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(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号、

第５号又は第７号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

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。 
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(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 ０５２１０１１３３１ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
平成１７年度和泉川改修工事（その４） 

施工場所 
瀬谷区宮沢一丁目６３番２５地先から１４番６地先まで 

工事概要 

土工（掘削工２，１３１㎥、埋戻し工５７４㎥）、護岸工（Ｈ＝３．６ｍ、Ｌ＝２２０ｍ

）、仮設工、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 １５４，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８日（金）午後 ２時００分 

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）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（９）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 ０４５－６７１－２８６９  

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 ０５２１０１１３３２ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区篠原地区下水道整備工事（その１３） 

施工場所 
港北区篠原町３１３１番地先から新横浜一丁目１００番３６まで 

工事概要 

小口径管推進工（泥水方式、Φ６００㎜、Ｌ＝３３５．０ｍ）、小口径管推進工（鋼管さ

や管方式、Φ５５０㎜、Ｌ＝４．０ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ８月３１日まで 

予定価格 １６６，５３０，０００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 

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７年４月１日以降に完成した１スパンの施工延長が１００ｍ以上の小口径管（

  管径８００㎜未満）推進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

。）。 

（２）推進工事技士（平成４年７月１０日建設省告示第１３００号）を施工現場に専任で

配置すること（監理技術者との兼任可）。 

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）（推

進工事技士については、配置技術者（変更）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士

の番号を記入すること。） （３）推進工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類

（監理技術者資格者証又は健康保険証の写し） （４）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（工事内容欄に推進工法の種類、管径及び１スパンの施工延長

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。） 

設計図書の購入先・申込期限 

関東コピー株式会社、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８日（金）午後 ２時００分 

支払い条件 前金払 する（各年） 部分払 ５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（９）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 ０４５－６７１－２８４３  

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 ０５２１０１１３３３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
都筑処理区藤が丘地区下水道整備工事（その２３） 

施工場所 
青葉区千草台１７番１地先から藤が丘一丁目３６番１地先まで 

工事概要 

泥濃式推進工（Φ１，１００㎜、Ｌ＝２４８．８ｍ）、小口径管推進工（泥水方式一工程

式、Φ６００㎜、Ｌ＝１３４．７ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年１０月３１日まで 

予定価格 ２１８，３４０，０００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：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 

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７年４月１日以降に完成した管径９００㎜以上の推進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。）。                   

（２）平成７年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工

経験を有する推進工事技士（平成４年７月１０日建設省告示第１３００号）を施工現

場に専任で配置すること（監理技術者との兼任可）。 

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）（推

進工事技士については、配置技術者（変更）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士

の番号を、工事経験欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入すること。） （３）推進

工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康保険証の

写し） （４）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

に推進工法の種類、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。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８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（９）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 ０４５－６７１－３５３７  

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 ０５２１０１１３３４ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
南部処理区根岸地区下水道再整備工事（その１４） 

施工場所 
磯子区坂下町１１番１号地先から下町８番１１号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ３００㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝２１０．８ｍ）、強プラ管布設工（Φ 

７００㎜、Ｌ＝３．０ｍ）、ヒューム管布設工（Φ８００㎜～Φ９００㎜、Ｌ＝８．６ｍ

）、管きょ更生工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝１９８．７ｍ）、泥濃式推進工（Φ 

８００㎜、Ｌ＝２２８．８ｍ）、刃口推進工（Φ９００㎜～Φ１，２００㎜、Ｌ＝ 

６８．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年１１月３０日まで 

予定価格 ２００，６３０，０００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 

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７年４月１日以降に完成した管径１，０００㎜以上の推進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。）。                  

（２）平成７年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工

経験を有する推進工事技士（平成４年７月１０日建設省告示第１３００号）を施工現

場に専任で配置すること（監理技術者との兼任可）。 

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）（推

進工事技士については、配置技術者（変更）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士

の番号を、工事経験欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入すること。） （３）推進

工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康保険証の

写し） （４）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

に推進工法の種類、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。） 

設計図書の購入先・申込期限 

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月２８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１２月１９日（月）午前 ９時００分から 

平成１７年１２月２６日（月）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１２月２７日（火）午前 １０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 

※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 環境創造局管路再整備課 電話 ０４５－６７１－２８６１  

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 ０５２１０１１３３４ 

工事件名 
南部処理区根岸地区下水道再整備工事（その１４） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は入札時ＶＥ方式試行対象工事である。詳細は、入札時ＶＥ実施要領書に

  定めるところによる。 

   入札時ＶＥ実施要領書は、横浜市のホームページからダウンロード可能。また、平

成１７年１０月２５日から平成１７年１１月２４日まで（日曜日、土曜日及び祝日を

除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）の間に財政局契約第

一課において無償で交付する。 

・ＶＥ提案に関する質問提出期限：平成１７年１１月７日 

・ＶＥ提案書の提出期限：平成１７年１１月２４日 

・ＶＥ提案の採否通知日：平成１７年１２月１６日 

（２）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。 

（３）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（９）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 ０５２１０１１３３６ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
磯子第二ポンプ場雨水滞水池電気設備工事 

施工場所 
磯子区磯子一丁目４番地 

工事概要 

磯子第二ポンプ場雨水滞水池電気設備工事一式（高圧閉鎖配電盤１面、速度制御装置５組

、現場盤２１組、コントロールセンタ３組、補助継電器盤２面、中継端子盤２面 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 ３４１，２５０，０００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 市内又は準市内 

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 

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）におけるプラント電気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）におけるプラ

ント電気設備（汚泥ポンプ設備及びゲート設備を運転・制御するための電気設備）の新設

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（工事内容欄に工事概要、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 

株式会社アイ・テック、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８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 ０４５－６７１－２８５１  

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 ０５２１０１１３３６ 

工事件名 
磯子第二ポンプ場雨水滞水池電気設備工事 

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（９）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。 



横浜市報調達公告版 

                                第 46号 平成 17年 10月 25日発行 

                                  20

契約番号 ０５２１０１１３７８ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
中部処理区山下幹線更新工事（その２） 

施工場所 
中区横浜公園地先から山下町２４１番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝２３５．８ｍ）、小口径推進工（Φ５００㎜、Ｌ＝ 

８．０ｍ）、ヒューム管布設工（Φ１，１００㎜、Ｌ＝１７．６ｍ）、インバート築造工

（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜（既設管１，５００㎜～１，６５０㎜、馬蹄形１，８００㎜）

、Ｌ＝３８５．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年１０月３１日まで 

予定価格 １７１，６６０，０００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 

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２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８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（９）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 ０４５－６７１－３５７１  

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 ０５２１０１１３８０ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 南部処理区滝頭地区下水道再整備工事（その９） 

施工場所 磯子区中浜町１番２４号地先から１４番１０号地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝４５８．４ｍ）、強プラ管布設工（Φ７００

㎜、Ｌ＝１１．９ｍ）、管きょ更生工（Φ２５０㎜、Ｌ＝２７．６ｍ）、泥濃式推進工（Φ

９００㎜、Ｌ＝２３８．３ｍ）、ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝６．９ｍ、１か所） 

工期 契約締結の日から平成１８年１２月１５日まで 

予定価格 ２１８，１９０，０００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：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 

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７年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進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。）。                   

（２）平成７年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施工

経験を有する推進工事技士（平成４年７月１０日建設省告示第１３００号）を施工現

場に専任で配置すること（監理技術者との兼任可）。 

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）（推

進工事技士については、配置技術者（変更）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士

の番号を、工事経験欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入すること。） （３）推進

工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康保険証の

写し） （４）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

に推進工法の種類、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。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、亜細亜工業写真株式会社 

平成１７年１０月２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８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（９）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 ０４５－６７１－３９８３  

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 ０５２１０１１３８４ 

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水処理施設（第四期）管廊築造工事（その２） 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地８ 

工事概要 

管廊築造工（Ｗ＝８．６ｍ、Ｈ＝１３．１ｍ、Ｌ＝７．８ｍ（掘削深１４．０ｍ）、Ｗ＝

７．２ｍ、Ｈ＝５．２ｍ、Ｌ＝５．７ｍ（掘削深６．６ｍ））、仮設工（鋼矢板Ⅳ型Ｈ＝

１６．０ｍ～１７．０ｍ、４４枚、鋼矢板Ⅴ型Ｈ＝２３．５ｍ、５０枚）、基礎工（Φ 

６００㎜ＰＨＣ杭、Ｌ＝１１．０ｍ、４本）、土工（土砂掘削１，６２０㎥、発生土埋戻

し５２９㎥） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ９５，７９０，０００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 

平成７年４月１日以降に完成した長さ１４ｍ以上のシートパイルを用いた仮設工（土留め

工）を含む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、出資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

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（工事内容欄に仮設工

（土留め工）に用いたシートパイルの長さを記入し、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 

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２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８日（金）午後 ２時００分 

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 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８４７  

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 ０５２１０１１３８４ 

工事件名 
北部第二水再生センター水処理施設（第四期）管廊築造工事（その２） 

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２３条第２号の規定により上位等級を

  指定 

（２）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。 

（３）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（９）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 ０５２１０１１４１３ 

入札方法 電子入札による 

工事件名 
港北処理区小机地区下水道整備工事（その４６） 

施工場所 
港北区小机町２１３１番１地先から２１４２番２地先まで 

工事概要 

ボックスカルバート布設工（□２，０００㎜×１，０００㎜、Ｌ＝１８８．３ｍ）、強プ

ラ管布設工（Φ１，５００㎜、Ｌ＝７．１ｍ）、ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝ 

６．９ｍ、１か所）、特殊人孔築造工１か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 ９６，４２０，０００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 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 

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 

有限会社サン・アート、株式会社創 

平成１７年１０月２８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２６日（水）午前 ９時００分から 

平成１７年１１月１７日（木）午後 ５時００分まで 

開札予定日時 平成１７年１１月１８日（金）午後 ２時００分 

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 

（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（９）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 ０４５－６７１－２８４３  

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 192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、「鶴見市場地域ケアプラザ・鶴見市場コミュニティハウス緑化工事」ほか 65件の工事につ

いて、一般競争入札を行う。 

平成17年10月25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 28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。 
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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 
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(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 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 ０５０５０１１０１１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴見市場地域ケアプラザ・鶴見市場コミュニティハウス緑化工事 

施工場所 
鶴見区市場下町１１４０番５ 

工事概要 

緑化面積：６０３㎡、植栽工（高木２４本、中木１１０本、低木１，１７９本、地被類 

１４，１１９鉢、張芝１８７㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １０，１１０，０００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：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 

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、港南区内、保土ケ谷区内、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）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、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５１  

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 ０５１２０１１０９６ 

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（白山・上山地区）街路整備付帯工事（その９） 

施工場所 
緑区上山一丁目１２番地先から白山二丁目３８番地先まで 

工事概要 

安全施設移設工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 １６，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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：信号設備工事】 

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 

 

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２８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１７日（木）午後 ４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 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 
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契約番号 ０５１２０１１１０１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
県道川崎町田線（恩田地区）道路改良工事（その２） 

施工場所 
青葉区恩田町１０５３番地先から１０９４番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工６２４㎡、路盤工５１８㎡、安定処理工４０７㎡、舗装版切断工Ｌ＝

５５ｍ、ＬＯ型側溝工Ｌ＝２４．３ｍ、Ｌ型側溝工Ｌ＝１１．８ｍ、区画線設置工Ｌ＝ 

４９９ｍ 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 １６，９００，０００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 

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２８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１６日（水）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 ０４５－６７１－３５３５  

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 ０５１４０１１０７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
沈船引揚撤去工事（１７－１） 

施工場所 
神奈川区星野町１番地（入江川）ほか１か所 

工事概要 

鋼船引揚撤去工２隻 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １４，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 開札後に公表 

登録工種 港湾 

格付等級 ‐ 

登録細目 【港湾：港湾構造物工事又はしゅんせつ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業又はしゅんせつ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 

オリエント株式会社、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１６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 港湾局南部管理課 電話 ０４５－６６３－０９３１  

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 ０５１４０１１０７３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大黒ふ頭Ｔ－８号上屋ほか庇補修工事 

施工場所 
鶴見区大黒ふ頭構内 

工事概要 

庇屋根補修工１２５ｍ、庇下側鉄板張替工３７６㎡、外壁鉄板塗装６８３㎡、庇軒天折版

塗装２５６㎡、換気口補修工８３０㎡ ほか 

工期 契約締結の日から７０日間 

予定価格 ２３，１３０，０００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、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午後 ３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 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）。 

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 ０５２１０１１３４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑水再生センターＮｏ．０１主電磁流量計改良工事 

施工場所 
都筑区佐江戸町２５番地 

工事概要 

Φ１，５００㎜電磁流量計交換工１台、点検架台撤去及び製作据付け工１基 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 ２２，７２０，０００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日以降に完成した計装設備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 

ＪＦＥネット株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ４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 環境創造局都筑水再生センター 電話 ０４５－９３２－２３２１  

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 ０５２１０１１３４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
北部第二水再生センター第３・４系列返送濃度計等改良工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地８ 

工事概要 

汚泥濃度計改良工４台 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １３，０８０，０００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 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 

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日以降に完成した計装設備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 

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２８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１７日（木）午後 ４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 環境創造局北部第二水再生センター 電話 ０４５－５０３－０２０１  

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 ０５２１０１１３４３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄第二水再生センター揚水施設等築造工事（その３）（電気設備工事） 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

栄第二水再生センター揚水施設棟（ＲＣ造、地下２階地上２階建、延床面積 

１，５１８．５９㎡）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１８年 ６月３０日まで 

予定価格 １０，７１０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

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、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 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ４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 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 ０４５－６７１－２９７６  

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 ０５２１０１１３４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部水再生センター１０系列最初沈殿池ケーブルラック等修理工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地 

工事概要 

ケーブルラック（アルミ製、幅４００㎜、高さ１１０㎜、ラックカバー付、数量９０ｍ）

修理工一式、既設ケーブル引換え及び電線管布設 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ９，６１０，０００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 電気 

格付等級 【電気：Ｂ】 

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、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 

有限会社サン・アート、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ４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 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１  

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 ０５２１０１１３５５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄第二水再生センター揚水施設等築造工事（その３）（空調衛生設備工事） 

施工場所 
栄区長沼町８２番地 

工事概要 

栄第二水再生センター揚水施設棟（ＲＣ造、地下２階地上２階建、延床面積 

１，５１８．５９㎡）の建築工事に伴う空調衛生設備工事一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０日まで 

予定価格 １６，４００，０００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 管 

格付等級 【管：Ｂ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事及び冷暖房設備工事】 

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 

 

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２８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１６日（水）午後 ４時４５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 ０４５－６７１－２９８０  

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 ０５２１０１１３６０ 

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Ｎｏ．２２消化タンク投入ポンプ等修理工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地１ 

工事概要 

消化タンク投入ポンプ分解修理工２台、重力濃縮設備汚泥引抜弁修理工３台 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １６，２５０，０００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：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は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７年４月１日以降に完成した、ねじ式ポンプの分解修理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 

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２８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１６日（水）午後 ４時４５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 ０５２１０１１３６２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部水再生センター除塵機内コンベヤ等修理工事 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地 

工事概要 

除塵機内コンベヤ等修理工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １４，７２０，０００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 

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２８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１６日（水）午後 ４時４５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 環境創造局南部水再生センター 電話 ０４５－７６１－５２５１  

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 ０５２１０１１３７１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
星川一丁目公園整備工事（１） 

施工場所 
保土ケ谷区星川一丁目６番 

工事概要 

整備面積１，１４４㎡、基盤整備工、設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２３，３７０，０００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 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） 

なお、主任技術者届出書については、契約番号０５２１０１１３７１番及び０５２１０１

１３７２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、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月２８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１６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 ０４５－６７１－２６５３  

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 ０５２１０１１３７１ 

工事件名 
星川一丁目公園整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１３７２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０５２１０１１３７１番及び０５２１０１１３７２

番の合計金額を契約番号０５２１０１１３７１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。 
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契約番号 ０５２１０１１３７２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
星川一丁目公園整備工事（２） 

施工場所 
保土ケ谷区星川一丁目６番 

工事概要 

整備面積１，１４４㎡、基盤整備工、植栽工（中低木移植工、地被植栽工）、設備工、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 ―――――――――――― 

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０５２１０１１３７１番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１３７１番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１３７１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、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月２８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１６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  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１３７１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０５２１０１１３７１番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

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 ０５２１０１１３７６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度名瀬川改修工事（その２） 

施工場所 
戸塚区名瀬町１９８６番地先から２１９２番地先まで 

工事概要 

植栽工（中低木植栽工、地被類植付工、張芝工、計４９０㎡）、土工（掘削工４１㎥、埋

戻工１３㎥）、ベンチ設置工６基、舗装工１１２㎡、縁石工１２７ｍ、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 ９，６７０，０００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 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） 

設計図書の購入先・申込期限 

オリエント株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 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 ０４５－６７１－２８６０  

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 ０５２１０１１３８２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部水再生センター基盤整備工事（その４） 

施工場所 
磯子区新磯子町３９番地 

工事概要 

構造物撤去工（コンクリート構造物取壊し工１，５０２㎥、既設管撤去工一式、機械等撤

去工１８ｔ）、土工（掘削工５，２６２㎥、埋戻し工４，６８９㎥） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２１，０３０，０００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 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 

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２８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１６日（水）午後 ４時２５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 環境創造局水再生施設整備課 電話 ０４５－６７１－２８５０  

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 ０５２１０１１３８３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
金沢処理区金沢区西柴地区下水道再整備工事 

施工場所 
金沢区西柴二丁目２５番７号地先から西柴四丁目２１番１１号地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝２５５．８ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １６，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、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）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２８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１６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 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 ０５２１０１１３８６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
青葉区桜台地区下水道工事 

施工場所 
青葉区桜台２６番地先から２７番地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜、Ｌ＝９．７ｍ）、塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝６２

ｍ）、人孔築造工４か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 １２，５１０，０００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、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）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２８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１６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８（８）を参照）。 

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 ０５２１０１１３８７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川処理区みなとみらい２１地区下水道整備工事（その３７） 

施工場所 
西区高島一丁目３番地先 

工事概要 

強プラ管布設工（Φ２５０㎜～Φ１，６５０㎜、Ｌ＝１５４．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２４日まで 

予定価格 ２３，６９０，０００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 

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２８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１６日（水）午前 ９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８（８）を参照）。 

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 ０５２１０１１３８８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度いたち川改修工事（その２） 

施工場所 
栄区公田町１６３８番地先から上郷町１０３９番１地先まで 

工事概要 

レストバー設置工２０基、擬土ブロック設置工一式、管理用通路工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １７，７８０，０００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、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 

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２８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１６日（水）午前 １０時０５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 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２  

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 ０５２１０１１３８９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度いたち川改修工事 

施工場所 
栄区上郷町６９０番７地先から１７６７番１地先まで 

工事概要 

土工（掘削工１３６㎥、盛土工９１１㎥、埋戻工２８㎥）、ふとんかご設置工７６．２

㎡、管理用通路工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １９，７００，０００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 

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、戸塚区内又は栄区内のいずれかにあること。 

（２）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７５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 

有限会社ナガイ、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 １０時２５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 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２  

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 ０５２１０１１３９０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区下川井地区下水道整備工事（その１７） 

施工場所 
旭区下川井町２２１３番地先から２２１８番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜、Ｌ＝１２０ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２２，４９０，０００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、旭

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 

関東コピー株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１６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８（８）を参照）。 

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 ０５２１０１１３９７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区汲沢地区下水道整備工事（その８６） 

施工場所 
戸塚区汲沢一丁目１８番２号地先から２２番３５号地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ３５０㎜～Φ４００㎜、Ｌ＝１１４．５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７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 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 

株式会社創、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 １０時２５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 ０４５－６７１－３５７０  

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 ０５２１０１１４００ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区汲沢地区下水道整備工事（その８５） 

施工場所 
戸塚区汲沢町１２４番地先から１５２番地先までほか１か所 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２００㎜～Φ２５０㎜、Ｌ＝１８４．４ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 ２０，１５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、保土ケ谷区内又は戸塚区内のいずれかにあること。 

（２）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７５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 

株式会社アイ・テック、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 １０時２５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 

（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 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 ０５２１０１１４０５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川通公園整備工事（１） 

施工場所 
神奈川区新町８番地１ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、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 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １５，８４０，０００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 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） 

なお、主任技術者届出書については、契約番号０５２１０１１４０５番及び０５２１０１

１４０６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 

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２８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１６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 ０４５－６７１－２６５１  

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 ０５２１０１１４０５ 

工事件名 
神奈川通公園整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１４０６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０５２１０１１４０５番及び０５２１０１１４０６

番の合計金額を契約番号０５２１０１１４０５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。 
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契約番号 ０５２１０１１４０６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
神奈川通公園整備工事（２） 

施工場所 
神奈川区新町８番地１ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木移植工、中低木移植工、剪定・刈込工） 

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０５２１０１１４０５番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５２１０１１４０５番に記載する。 

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２８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１６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０５２１０１１４０５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０５２１０１１４０５番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５１  

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 ０５２２０１１０５１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
保土ケ谷工場飛灰処理設備等補修工事 

施工場所 
保土ケ谷区狩場町３５５番地 

工事概要 

飛灰処理設備補修（１系）一式、減温塔ノズル補修（１号炉）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 １５，７８０，０００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 

平成７年４月１日以降に完成した混練機又は破砕機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）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 

オリエント株式会社、関東コピー株式会社 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午後 ４時４５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 資源循環局保土ケ谷工場 電話 ０４５－７４２－３７１１  

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 ０５２３０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南区総合庁舎排水管改修その他工事（衛生設備工事） 

施工場所 
港南区港南中央通１０番１号 

工事概要 

地下１階から３階までのトイレ内給排水管等更新一式、１階多目的トイレ及び２階トイレ

衛生器具及び換気設備更新一式 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 １０，９１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、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）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２８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１６日（水）午後 ４時２５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 まちづくり調整局機械設備課 電話 ０４５－６７１－２９７９  

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 ０５２３０１１０３８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
勝田住宅第３期住戸改善その他工事（１２号棟スロープ工事） 

施工場所 
都筑区勝田町２６６番地１ほか 

工事概要 

既存スロープ移設工一式、Ｌ型側溝工Ｌ＝２４．６ｍ、防護柵設置工Ｌ＝４０．７ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １７，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、オリエント株式会社 

平成１７年１０月２８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１６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）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 まちづくり調整局住宅整備課 電話 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 ０５３２０１１０５１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
松見町三丁目公園ほか１２公園施設改良工事 

施工場所 
神奈川区松見町３丁目５０２番１ほか１２か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、剪定・刈込工ほか）、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 ３月１５日まで 

予定価格 ２０，４７０，０００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、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１６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 ０５３２０１１０５２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
片倉公園施設改良工事 

施工場所 
神奈川区片倉二丁目３８番 

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１０日まで 

予定価格 １１，５４０，０００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 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、鶴

見区内、神奈川区内、西区内、中区内、南区内、港南区内、保土ケ谷区内、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）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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 ０５３３０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
浅間町三丁目公園ほか１３公園施設改良工事 

施工場所 
西区浅間町３丁目２０４番地の９ほか１３か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被植栽工、剪定・刈込工ほか）、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 ３月２４日まで 

予定価格 １８，３５０，０００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 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 

株式会社昭和工業写真社、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１６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 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 ０５３５０１１０３７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南土木管内下水道修繕工事（その５） 

施工場所 
南土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工２３か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝４１ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝１１ｍ）、雨水桝修繕工５か所、インバート修繕工５か所、足掛け金物

修繕工９か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 １１，２４０，０００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、南区内又は港南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 

株式会社創、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 ９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 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 ０５３６０１１０４１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
野庭すずかけ公園ほか１公園施設改良工事 

施工場所 
港南区野庭町６７４番地ほか１か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木移植工、地被植栽工、根囲い保護工、剪定・刈込工ほか）、

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９０日間 

予定価格 ２２，９５０，０００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、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月２８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１６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 ０５３７０１１０３１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
富士見台公園ほか１０公園施設改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区岩井町２４０番地１ほか１０か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、中低木植栽工、地被植栽工ほか）、設備工、施設整備

工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ２０，６７０，０００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 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 

東洋製図工業株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１６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 ０４５－３３１－４４４７  

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 ０５３７０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
峰岡公園施設改良工事 

施工場所 
保土ケ谷区峰岡町１丁目１７番 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、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 ２３，３１０，０００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、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１６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 ０４５－３３１－４４４７  

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 ０５３８０１１０４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
さちが丘第三公園ほか１３公園施設改良工事 

施工場所 
旭区さちが丘１４８番地１０ほか１３か所 

工事概要 

基盤整備工、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 ３日まで 

予定価格 １７，８４０，０００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 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 

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２８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１６日（水）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 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 



横浜市報調達公告版 

                                第 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

                                                 

67

契約番号 ０５３８０１１０４５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区白根六丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
旭区白根六丁目２番地先から５番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工２，２２０㎡、急速施工１，０４０㎡、不陸整正工１，０７０㎡、路

面切削工１，１５０㎡、舗装版切断工Ｌ＝６３ｍ、舗装版破砕積込工１，０７０㎡、区画

線設置工Ｌ＝１，２９１ｍ、人孔調整工６か所 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１７日まで 

予定価格 １２，２５０，０００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 

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２８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１６日（水）午前 １０時４５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 ０５３８０１１０４６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
旭区上川井町地内舗装補修工事 

施工場所 
旭区上川井町１９５６番地先から１９６５番１地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，３７８㎡、路面切削工１，３７８㎡、区画線設置工Ｌ＝５２．８

ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 １月３１日まで 

予定価格 １０，４００，０００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 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 

株式会社アイ・テック、オリエント株式会社 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 １０時４５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 ０５３８０１１０５２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
三ツ境駅北口第三自転車駐車場整備工事 

施工場所 
旭区東希望が丘２４１番地１ 

工事概要 

Ｕ型側溝工Ｌ＝６８ｍ、防護柵設置工Ｌ＝９３ｍ、照明灯設置工６基（１２台）、管理棟

設置工一式、舗装工２７１㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２８日まで 

予定価格 ２３，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、旭区内又は泉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 

東洋製図工業株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１６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 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 



横浜市報調達公告版 

                                第 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

                                                 

70

契約番号 ０５３９０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
笹堀第三公園施設改良工事 

施工場所 
磯子区岡村七丁目３５番 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、剪定・刈込工ほか）、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２４日まで 

予定価格 １４，６８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

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２８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１６日（水）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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

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 ０５３９０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
磯子区杉田六丁目地内ほか１か所舗装補修工事 

施工場所 
磯子区杉田六丁目８番地先から杉田七丁目１番地先までほか１か所 

工事概要 

アスファルト舗装工１，８５３㎡、不陸整正工１，８４１㎡、路床・路盤及び舗装の敷な

らし転圧７１㎡、舗装カラー塗装１２０㎡、舗装版切断工Ｌ＝８３０ｍ、舗装版直接掘削

積込１，７３７㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝３０ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝１８ｍ、区画線設置工Ｌ＝ 

３３３ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月 ６日まで 

予定価格 １５，４５０，０００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、中

区内、磯子区内又は金沢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、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 磯子区磯子土木事務所 電話 ０４５－７６１－００８１  

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 ０５４１０１１０４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北区新吉田町地内道路整備工事 

施工場所 
港北区新吉田町２７０番地先から５１２番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工５８３㎡、路盤工５８３㎡、舗装版切断工Ｌ＝１１５ｍ、Ｌ型側溝工

Ｌ＝８９ｍ、区画線設置工Ｌ＝２００ｍ 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 １０，０１０，０００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 

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２８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１６日（水）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 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 ０５４２０１１０２３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
緑土木管内下水道修繕工事（その４） 

施工場所 
緑土木管内一円 

工事概要 

人孔修繕工６５か所、塩ビ取付管修繕工（Φ１５０㎜、Ｌ＝３０ｍ）、塩ビ本管修繕工（

Φ２５０㎜、Ｌ＝１０ｍ）、雨水桝修繕工３５か所、インバート修繕工１０か所、足掛け

金物修繕工１５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 ２１，８８０，０００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、緑区内又は青葉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、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１６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 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 ０５４３０１１０４１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
青葉区たちばな台二丁目地内道路改良工事 

施工場所 
青葉区たちばな台二丁目２４番１地先から２４番４地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，６１８㎡、路面切削工２，０１３㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝６０．６ｍ

、区画線設置工Ｌ＝９４２ｍ 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 １９，２２０，０００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、緑区内、青葉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 

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２８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１６日（水）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 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 ０５４３０１１０４５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
青葉区もえぎ野地内道路改良工事 

施工場所 
青葉区もえぎ野７番地先からみたけ台３２番５地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２４５㎡、、Ｌ型側溝工Ｌ＝３３．４ｍ、Ｕ型側溝工Ｌ＝２０．４ｍ

、区画線設置工Ｌ＝１，８２２ｍ、区画線消去工Ｌ＝１，１６６ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月２４日まで 

予定価格 １１，３２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、緑

区内、青葉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 

有限会社新日本プリント、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 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 ０５４４０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
佐江戸杉崎公園施設改良工事 

施工場所 
都筑区佐江戸町３７９番地 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木移植工）、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 ２月２８日まで 

予定価格 １３，５４０，０００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 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） 

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２８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１６日（水）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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

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 ０５４４０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道茅ケ崎１５８号線平台地内道路改良工事 

施工場所 
都筑区平台２７番地先 

工事概要 

バックホウ掘削積込工８７３㎡、擁壁工（Ｈ＝１ｍ～５ｍ、Ｌ＝７０ｍ）、Ｌ型側溝工Ｌ

＝１５．１ｍ、ＬＯ型側溝Ｌ＝３３．４ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２０，４８０，０００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、緑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 

株式会社昭和工業写真社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 １０時０５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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

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 ０５４４０１１０３２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑区東方町地内ほか２か所道路整備工事 

施工場所 
都筑区東方町１１６２番地先ほか２か所 

工事概要 

コンクリートブロック積工（Ｈ＝４ｍ～５ｍ、Ｌ＝３０ｍ）、重力式擁壁工（Ｈ＝１．３

ｍ、Ｌ＝５０ｍ）、小型擁壁工（Ｈ＝０．６ｍ、Ｌ＝３５ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ２１，３７０，０００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 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、緑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 

東洋製図工業株式会社、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 １０時０５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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

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 ０５４６０１１０３０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
栄区小山台二丁目地内舗装補修工事 

施工場所 
栄区小山台二丁目２番地先から７番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工２，１３９㎡、不陸整正工２，１３９㎡、舗装版切断工Ｌ＝５７ｍ、

舗装版掘削積込２，１７３㎡、区画線設置工Ｌ＝３１ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １１，９７０，０００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 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、戸塚区内、栄区内又は泉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２８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１６日（水）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 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 ０５４７０１１０３９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
岡津田向公園施設改良工事 

施工場所 
泉区岡津町９１２番７３ 

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 ２０，３９０，０００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 

株式会社創、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 ０５４７０１１０４１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
県道阿久和鎌倉線（立場地区）道路改良工事（その３） 

施工場所 
泉区和泉町４０２５番地先 

工事概要 

アスファルト舗装工３８９㎡、平板ブロック設置工１１１㎡、路盤工２３８㎡、路面切削

工２６４㎡、舗装版切断工Ｌ＝１２３ｍ、ＬＵ型側溝工Ｌ＝２０ｍ、自由勾配側溝工Ｌ＝

１８ｍ、Ｌ型側溝Ｌ＝４０ｍ、区画線設置工Ｌ＝１５８ｍ 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １２，８１０，０００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、旭

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、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 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 ０５４８０１１０２４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
阿久和蟹沢公園ほか１１公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区阿久和南四丁目８番ほか１１か所 

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１７日まで 

予定価格 １６，１７０，０００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：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 

有限会社ナガイ、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

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 ０５４８０１１０２５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
三ツ境第七公園ほか３公園施設改良工事 

施工場所 
瀬谷区三ツ境１５５番地６ほか３か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（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、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 １６，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

ＪＦＥネット株式会社、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月２８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１６日（水）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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

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 ０５４８０１１０２８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
瀬谷土木管内水路維持工事（その３） 

施工場所 
瀬谷土木管内一円 

工事概要 

水路しゅんせつ工１５０㎥、排水溝しゅんせつ工３００㎡、除草工１０，０００㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １２，２７０，０００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、旭

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 

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２８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１６日（水）午前 １０時４５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 瀬谷区瀬谷土木事務所 電話 ０４５－３６４－１１０５  

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 ０５７１０１１２７６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
庄戸小学校（仮称）再整備工事（電気設備工事） 

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１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １８，７４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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：Ｂ】 

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、旭区内、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。 

（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 

有限会社新日本プリント、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ４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 ０５７１０１１２８１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
城郷中学校屋内運動場耐震補強その他工事 

施工場所 
港北区小机町３２５番地 

工事概要 

耐震補強工（鉄骨ブレース設置工２か所、耐震スリット設置工６か所） 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 ２１，１８０，０００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：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、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）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、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午後 ３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 ０５７１０１１２８２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
日向山小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
瀬谷区南瀬谷二丁目２０番地 

工事概要 

耐震補強工（鉄骨ブレース設置工１か所、ＲＣ壁補強工３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 ２０，１８０，０００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：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）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２８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１６日（水）午後 ３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 ０５７１０１１２８３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
洋光台第二中学校耐震補強その他工事 

施工場所 
磯子区洋光台六丁目４１番１号 

工事概要 

耐震補強工（完全外付フレーム設置工４か所、耐震スリット設置工９か所） 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 １９，６９０，０００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：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、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）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２８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１６日（水）午後 ３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 ０５７１０１１２８４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
荏田西小学校不足教室対策改造その他工事 

施工場所 
青葉区荏田西四丁目５番地１ 

工事概要 

音楽室改修工（延床面積１２６㎡） 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 １６，１００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、南

区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉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 

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２８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１６日（水）午後 ４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 ０５７１０１１２８５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
岡津小学校ほか１校不足教室対策改造工事 

施工場所 
泉区岡津町２３１１番地ほか１か所 

工事概要 

図工室改修工（岡津小学校、延床面積１２６㎡）、図書室等改修工（本宿小学校、延床面

積１２６㎡） 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 １３，５５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、旭区内、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 

有限会社サン・アート、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午後 ４時２５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 ０５７１０１１２８８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
上星川小学校不足教室対策改造工事 

施工場所 
保土ケ谷区上星川二丁目５１番１号 

工事概要 

教室改修工（延床面積２５２㎡、計４教室） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 １１，９７０，０００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 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、南

区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉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 

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２８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１６日（水）午後 ４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 ０５７１０１１２８９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
青葉台小学校耐震補強その他工事 

施工場所 
青葉区桜台４７番地 

工事概要 

耐震補強工（ＲＣ壁補強工３か所、耐震スリット設置工２４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 １１，７３０，０００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：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）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、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午後 ３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 ０５７１０１１２９０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
上白根小学校不足教室対策改造工事 

施工場所 
旭区上白根二丁目４５番１号 

工事概要 

視聴覚室改修工（延床面積約１３０㎡） 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 １０，９４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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、南

区内、保土ケ谷区内、旭区内、緑区内、青葉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、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午後 ４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 ０５７１０１１２９１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南希望が丘中学校耐震補強工事 

施工場所 
旭区南希望が丘１０８番地８ 

工事概要 

耐震補強工（鉄骨ブレース設置工２か所、ＲＣ壁補強工１か所、耐震スリット設置工５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 １０，３１０，０００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：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）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、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午後 ３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 ０５７１０１１２９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南中学校法面保護工事 

施工場所 
南区六ツ川一丁目１４番地 

工事概要 

掘削工３．８㎥、ブロック積工５４．７㎡、連続繊維補強土工２４８．８㎡、Ｌ型側溝工

Ｌ＝１２．４ｍ、塩ビ管布設工（Φ２００㎜、Ｌ＝４．３ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 １５，２１０，０００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、南

区内又は港南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、有限会社新日本プリント 

平成１７年１０月２８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１６日（水）午前 ９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 ６７１－３２６３  

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 193号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「市道新港町第３３号線歩道整備工事」ほか 55件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成17年10月25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 28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

すること。 
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(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。 

(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
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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。 

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号、

第５号又は第７号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。 
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 (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 ０５１２０１１１００ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
市道新港町第３３号線歩道整備工事 

施工場所 
中区本町１丁目５番地先から海岸通１丁目３番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工９６２㎡、明色舗装工５３㎡、透水性インターロッキングブロック設

置工４８５㎡、透水性平板設置工９８㎡、視覚障害者誘導用ブロック設置工５８㎡、路盤

工２，５４７㎡、舗装版破砕工６６８㎡、舗装版切断工Ｌ＝３５４ｍ、平板舗装版破砕工

５８６㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２７０．３ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ３５，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

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２８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１７日（木）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 

（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 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８５  

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 ０５１２０１１１０２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道環状４号道路案内標識設置工事 

施工場所 
戸塚区深谷町２００番地先ほか 

工事概要 

大型案内標識設置工１０基、大型案内標識標示板補修２５．３㎡、交差道路標識４基 

工期 契約締結の日から平成１８年 ２月１５日まで 

予定価格 ３４，５３０，０００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 区画線・標識 

格付等級 ‐ 

登録細目 【区画線・標識：道路標識設置工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

とび・土工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 

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２８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１７日（木）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 道路局施設課 電話 ０４５－６７１－２７８５  

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 ０５１２０１１１０３ 

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２１） 

施工場所 
戸塚区舞岡町１１２８番地５から１１１５番地４まで 

工事概要 

ボックスカルバート布設工（□２，０００㎜×１，８００㎜、Ｌ＝６１．２ｍ）、仮設工

（鋼矢板油圧圧入、Ｌ＝７ｍ～１０ｍ、５４５枚）、軟弱地盤処理工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ７２，４８０，０００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、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。） 

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２８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１７日（木）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 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 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 ０５１２０１１１０４ 

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（南戸塚地区）街路整備工事（その１２） 

施工場所 
戸塚区戸塚町２０５６番１地先から２１３２番２５地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，０１３㎡、透水性アスファルト舗装工４４５㎡、不陸整正工 

１，０６６㎡、路盤工２２２㎡、舗装版切断工Ｌ＝３５０ｍ、舗装版直接掘削積込 

１，５８３㎡、Ｌ型側溝工Ｌ＝２０２ｍ、区画線設置工Ｌ＝２１２ｍ、擁壁工一式  

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 ２６，７７０，０００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 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 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 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（１）及び（２）による。

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、２２４６ 
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契約番号 ０５１４０１１０７２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
新田間川しゅんせつ工事 

施工場所 
新田間川（烏帽子田橋から新田間橋まで） 

工事概要 

浚渫工５，７００㎥、土運船運搬５，７００㎥ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３８，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 港湾 

格付等級 ‐ 

登録細目 【港湾：しゅんせつ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

しゅんせつ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 

オリエント株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 港湾局南部管理課 電話 ０４５－６６３－０９３１  

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 ０５２１０１１３３９ 

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等電気設備工事 

施工場所 
港北区小机町３３００番 

工事概要 

幹線設備一式、中央監視設備一式、便所警報設備一式、避難誘導灯設備一式、園路灯設備

一式、電話設備一式、放送設備一式、監視カメラ設備一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ８３，８９０，０００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：電気設備工事及び屋外電気設備工事】 

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 

有限会社新日本プリント、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ４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 環境創造局設備課 電話 ０４５－６７１－２６１６  

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 ０５２１０１１３４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北処理区菅田雨水幹線下水道整備工事 

施工場所 
神奈川区菅田町２２３５番地先から２３３４番４地先まで 

工事概要 

吐口工（□３．６ｍ×６．０ｍ、Ｌ＝１１ｍ）、ボックスカルバート布設工（□２．６ｍ

×３．３ｍ、Ｌ＝３ｍ）、仮設工（鋼矢板Ⅳ型（Ｌ＝８ｍ～９ｍ、８５枚）、グラウンド

アンカー（Φ１２．７㎜、Ｌ＝１１ｍ～１２ｍ、１３本）） ほか 

工期 契約締結の日から平成１９年 ３月１４日まで 

予定価格 ５５，４７０，０００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、アンカー打込みを伴う法面工又は仮設工（土留め工）

を含む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、出資比率が１０分の２以上のものに限る。） 

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

容欄にアンカー打込みを伴う工事の種類（仮設工又は法面工）及び概要を記入し、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、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 ６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 ０４５－６７１－３９７３  

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 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

 

107

契約番号 ０５２１０１１３４９ 

工事件名 
港北処理区菅田雨水幹線下水道整備工事 

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）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 ０５２１０１１３５９ 

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機械濃縮設備Ｎｏ．１０給泥ポンプ等修理工事 

施工場所 
鶴見区末広町１丁目６番地１ 

工事概要 

スクリュー式渦巻きポンプ修理工５台、多段渦巻ポンプ修理工４台、単段渦巻ポンプ修理

工１台、換気ファン防護カバー修理工一式 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 ３１，１２０，０００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 機械器具設置 

格付等級 ‐ 

登録細目 【機械器具設置：ポンプ工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

機械器具設置工事業、水道施設工事業又は管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 

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２８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１７日（木）午後 ４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 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 ０５２１０１１３６１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
岸根公園園路等施設改良工事 

施工場所 
港北区岸根町７２５番地 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木植栽工、地被植栽工、中低木移植工）、園路広場整備工、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 ２７，９６０，０００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 

ＪＦＥネット株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 環境創造局北部公園緑地事務所 電話 ０４５－３１１－２０１６  

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 ０５２１０１１３６３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
庄戸第五西公園整備工事（１） 

施工場所 
栄区庄戸五丁目１５番 

工事概要 

整備面積：４，８９５㎡、基盤整備工、植栽工（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 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ４１，４４０，０００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 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。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１３６３番及び０５

２１０１１３６４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２８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１７日（木）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 ０４５－６７１－２６５３  

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 ０５２１０１１３６３ 

工事件名 
庄戸第五西公園整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１３６４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０５２１０１１３６３番及び０５２１０１１３６４

番の合計金額を契約番号０５２１０１１３６３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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１３６４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
庄戸第五西公園整備工事（２） 

施工場所 
栄区庄戸五丁目１５番 

工事概要 

整備面積４，８９５㎡、基盤整備工、植栽工（高木移植工）、施設改良工 

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０５２１０１１３６３番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５２１０１１３６３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２８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１７日（木）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  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１３６３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０５２１０１１３６３番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

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 ０５２１０１１３６８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
宮沢遊水池植栽工事 

施工場所 
瀬谷区宮沢四丁目６番の１地先ほか 

工事概要 

緑化面積：５，７３５．６㎡、植栽工（高木工９９本、中低木工４，１２３株、地被類工

２８，１６３株、芝張工１，７１８．４㎡） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ２９，５７０，０００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：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 

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２８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１７日（木）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 

（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 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５３  

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 ０５２１０１１３８１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区磯子地区下水道再整備工事（その６） 

施工場所 
磯子区磯子三丁目１３番地先から磯子四丁目２番地先まで 

工事概要 

低耐荷力圧入二工程推進工（Φ４５０㎜、Ｌ＝６．１ｍ）、泥濃式ヒューム管推進工（Φ

１，２００㎜、Ｌ＝４５４．９ｍ）、刃口推進工（Φ１，０００㎜、Ｌ＝９．７ｍ）、塩

ビ管布設工（Φ３００㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝２４．０ｍ）、強プラ管布設工（Φ７００㎜

～Φ１，６５０㎜、Ｌ＝４８．６ｍ）、管きょ更生工（Φ３５０㎜～Φ４５０㎜、Ｌ＝ 

３６６．３ｍ） 

工期 契約締結の日から平成１９年１０月３１日まで 

予定価格 ４７８，６７０，０００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 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 

※次頁のとおり 

 

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）（推

進工事技士については、配置技術者（変更）届出書のその他の資格番号欄に推進工事技士

の番号を、工事経験欄に推進工法の種類、管径及び延長を記入すること。） （３）推進

工事技士登録証の写し及び所属の確認できる書類（監理技術者資格者証又は健康保険被保

険者証の写し） （４）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

事内容欄に推進工法の種類、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）共同企業体協定書兼委任状 

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２８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１７日（木）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 ６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、（６）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。 

（４）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１頁目です。）

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 ０５２１０１１３８１ 

工事件名 
南部処理区磯子地区下水道再整備工事（その６） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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。                         

（４）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

  土木に係る工事最高請負実績の元請金額の合計が、３０１，５６２，１００円以上で

あること。                                  

（５）各構成員は、前頁の入札参加資格並びに次のア及びイの資格要件を満たす者である

  こと。                                  

  ア 平成７年４月１日以降に完成した管径１，０００㎜以上の推進工事の元請として

   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。）。               

  イ 平成７年４月１日以降に完成した管径８００㎜以上の推進工事の元請としての施

   工経験を有する推進工事技士（平成４年７月１０日建設省告示第１３００号）を施

工現場に専任で配置すること（監理技術者との兼任可）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１３８５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
富岡総合公園斜面対策ほか工事 

施工場所 
金沢区富岡東二丁目９番地 

工事概要 

法面工一式（Ｈ＝２０ｍ～３０ｍ、吹付法枠工１，２２１．５㎡、植生工９１２㎡、落石

防止網設置工１００㎡、基盤整備工一式） 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 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 とび・土工 

格付等級 ‐ 

登録細目 【とび・土工：法面工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

とび・土工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日以降に完成した高さ１８ｍ以上の法面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

事内容欄に工事概要及び法面の高さを記入し、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 

株式会社創、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 環境創造局南部公園緑地事務所 電話 ０４５－８３１－８４８４  

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 ０５２１０１１３９１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度瀬戸ケ谷小学校雨水貯留施設整備工事 

施工場所 
保土ケ谷区瀬戸ケ谷町２４３番地 

工事概要 

グラウンド整備工３，０６２㎥、自由勾配側溝工Ｌ＝２２１ｍ、雨水調整桝築造工一式、

付帯工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１５日まで 

予定価格 ６４，８２０，０００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。） 

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２８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１７日（木）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 ０５２１０１１３９２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度阿久和川改修工事（その４） 

施工場所 
泉区新橋町１１８０番地先から１１７４番地先まで 

工事概要 

護岸工（ブロック積擁壁工Ｈ＝３．９ｍ、Ｌ＝１３６ｍ）、階段工一式、アスファルト舗

装工３４８㎡、転落防止柵９５ｍ 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 ８４，３２０，０００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 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 

オリエント株式会社、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 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 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－３９８２  

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 ０５２１０１１３９３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度和泉川改修工事（その２） 

施工場所 
瀬谷区宮沢四丁目７番地先 

工事概要 

土工（掘削１，２１４㎥、埋戻し６４８㎥）、護岸工（Ｈ＝４．４ｍ、Ｌ＝６０ｍ）、橋

梁工（上部工、下部工）一式、道路整備工（舗装工４５㎡、排水施設工一式）、付帯工一

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 ４６，７８０，０００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７年４月１日以降に完成した橋梁下部工事（場所打ちに限る。）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

事内容欄に橋梁下部工事の概要を記入し、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、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８６９  

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 ０５２１０１１３９４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度南台公園雨水貯留施設整備工事 

施工場所 
瀬谷区南台二丁目１１番 

工事概要 

自由勾配側溝布設工Ｌ＝１４１ｍ、人孔築造工４か所、グラウンド整備工３，５７５㎡、

付帯工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ４４，７２０，０００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、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、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午前 １１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 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（１）及び（２）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 ０５２１０１１３９６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
山内公園施設改良工事 

施工場所 
青葉区美しが丘四丁目１９番地先 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工３本ほか）、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 ３月１７日まで 

予定価格 ２８，４００，０００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 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）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 

有限会社ナガイ、株式会社ヒライデ・コピー 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 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 ０５２１０１１３９８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）笹山自然公園整備工事（１） 

施工場所 
保土ケ谷区上菅田町９５１番４ほか 

工事概要 

植栽工（高木植栽工、中低木植栽工、根囲い保護工）、設備工、園路広場整備工、施設整

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 ４５，４４０，０００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 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 

※次頁のとおり 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 ０４５－６７１－３９４７  

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 ０５２１０１１３９８ 

工事件名 
（仮称）笹山自然公園整備工事（１） 

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）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。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１３９８番及び０５

２１０１１３９９番の工事件名を併記すること。 

 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１３９９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０５２１０１１３９８番及び０５２１０１１３９９

番の合計金額を契約番号０５２１０１１３９８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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１３９９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
（仮称）笹山自然公園整備工事（２） 

施工場所 
保土ケ谷区上菅田町９５１番４ほか 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（地被植栽工）、設備工、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 ―――――――――――― 

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０５２１０１１３９８番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１３９８番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１３９８番に記載する。 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社アイ・テック、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１３９８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０５２１０１１３９８番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－３９４７  

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 ０５２１０１１４０１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
滝ノ川公園整備工事（１） 

施工場所 
神奈川区神奈川本町３番地５ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（地被植栽工）、設備工、園路広場整備工、施設整備工 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２３，８６０，０００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。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１４０１番及び０５

２１０１１４０２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、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 ０４５－６７１－２６５１  

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 ０５２１０１１４０１ 

工事件名 
滝ノ川公園整備工事（１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１４０２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０５２１０１１４０１番及び０５２１０１１４０２

番の合計金額を契約番号０５２１０１１４０１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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５２１０１１４０２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
滝ノ川公園整備工事（２） 

施工場所 
神奈川区神奈川本町３番地５ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（中低木移植工、剪定・刈込工）、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０５２１０１１４０１番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１４０１番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１４０１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、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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  該当する 

注意事項 

本件工事は契約番号０５２１０１１４０１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０５２１０１１４０１番に記載する。 

工事担当課 環境創造局緑事業課 電話 ０４５－６７１－２６５１  

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 ０５２１０１１４０７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度和泉川改修工事（その３） 

施工場所 
瀬谷区宮沢三丁目３９番地先 

工事概要 

土工（掘削５６２㎥、埋戻し１８５㎥）、護岸工（Ｈ＝４．２ｍ、Ｌ＝４６．８ｍ）、潜

り橋工１基、付帯工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ３０，４８０，０００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 

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２８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１７日（木）午前 １１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 環境創造局河川事業課 電話 ０４５－６７１－２８６９  

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 ０５２１０１１４０９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区さちが丘地区下水道整備工事（その２９） 

施工場所 
旭区さちが丘８５番地先 

工事概要 

ライナープレート立坑築造工（Ｈ＝６．１ｍ～１４．５ｍ、２か所）、特殊人孔築造工（

Ｈ＝６ｍ～１４ｍ、２か所）、鋼製さや管方式推進工（Φ３５０㎜、Ｌ＝６．７ｍ）、地

盤改良工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７月３１日まで 

予定価格 ６２，７００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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９ｍ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 

有限会社サン・アート、ＪＦＥネット株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 

※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 ０５２１０１１４０９ 

工事件名 
都筑処理区さちが丘地区下水道整備工事（その２９） 

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 ０５２１０１１４１０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区本宿地区下水道整備工事（その２０） 

施工場所 
旭区本宿町３３番１０地先から３９番１５地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ６００㎜、Ｌ＝２６２．９ｍ）、人孔築造工（Ｈ＝１．１

ｍ～２．９ｍ、１５か所）、Ｕ型側溝工３０．８ｍ、舗装復旧工１，００２．５㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ９月２９日まで 

予定価格 ４７，６１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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）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 

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２８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１７日（木）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 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。

（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 ０４５－６７１－３５３７  

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 ０５２１０１１４１１ 

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１４） 

施工場所 
旭区上白根三丁目１３番地先から１７番地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工１０７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 ４４，３１０，０００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０５２１０１１４１１番及び０５

２１０１１４１２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、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 ０４５－６７１－３５３７  

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 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

 

133

 

契約番号 ０５２１０１１４１１ 

工事件名 
都筑処理区旭区内雨水浸透施設設置工事（その１４） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１４１２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０５２１０１１４１１番及び０５２１０１１４１２

番の合計金額を契約番号０５２１０１１４１１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０５２１０１１４１２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 ０５２１０１１４１２ 

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１４）に伴う付帯工事 

施工場所 
旭区上白根三丁目１３番地先から１７番地先まで 

工事概要 

塩ビ取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝２６４．９ｍ）、透水性舗装工３ 

，５４７㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７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０５２１０１１４１１番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１４１１番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１４１１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、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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０５２１０１１４１１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０５２１０１１４１１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 
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契約番号 ０５２１０１１４１４ 

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１１） 

施工場所 
青葉区みたけ台３７番地先から４５番地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工４９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 ６２，５００，０００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。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１４１４番及び０５

２１０１１４１５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 

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２８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１７日（木）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 ０５２１０１１４１４ 

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１１） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１４１５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０５２１０１１４１４番及び０５２１０１１４１５

番の合計金額を契約番号０５２１０１１４１４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０５２１０１１４１５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 ０５２１０１１４１５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区みたけ台地区下水道整備工事（その６） 

施工場所 
青葉区みたけ台３７番地先から４５番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３００㎜、Ｌ＝３２１ｍ）、組立人孔築造工（Ｈ＝２．２

ｍ～２．４ｍ、１６か所）、舗装仮復旧工６１９．３㎡ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０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０５２１０１１４１４番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１４１４番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１４１４番に記載する。 

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２８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１７日（木）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０５２１０１１４１４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０５２１０１１４１４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 ０５２１０１１４１６ 

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１４） 

施工場所 
青葉区市ケ尾町１０６０番地先から１０７１番地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工５４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 ８１，３６０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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

。） 

なお、配置技術者（変更）届出書については、契約番号０５２１０１１４１６番及び０５

２１０１１４１７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、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 



横浜市報調達公告版 

                                第 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

 

139

 

契約番号 ０５２１０１１４１６ 

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１４） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１４１７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０５２１０１１４１６番及び０５２１０１１４１７

番の合計金額を契約番号０５２１０１１４１６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０５２１０１１４１７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 ０５２１０１１４１７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
都筑処理区市ケ尾地区下水道整備工事（その４９） 

施工場所 
青葉区市ケ尾町１０６０番地先から１０７１番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３５０㎜、Ｌ＝４２４．９ｍ）、組立人孔築造工（Ｈ＝ 

２．５ｍ～３．１ｍ、２９か所）、Ｌ型側溝工Ｌ＝７３８．５ｍ ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ６月３０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０５２１０１１４１６番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１４１６番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１４１６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、株式会社創 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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０５２１０１１４１６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０５２１０１１４１６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 ０５２１０１１４１８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区東俣野地区下水道整備工事（その２０） 

施工場所 
戸塚区東俣野町３０番地先から９８７番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ４５０㎜、Ｌ＝４０９．４ｍ）、横断暗渠布設工Ｌ＝ 

２３．８ｍ、組立人孔築造工（Ｈ＝１．３５ｍ～１．７５ｍ、１６か所）、舗装復旧工 

４２２．６ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７月２８日まで 

予定価格 ５３，１１０，０００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、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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（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（１）及び（２）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 ０４５－６７１－２８４５  

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 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

 

142

 

契約番号 ０５２１０１１４１９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事 

施工場所 
泉区上飯田町４６６４番１地先から４６６８番１３地先まで 

工事概要 

雨水浸透桝設置工９６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 ３９，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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０５２１０１１４１９番及び０５

２１０１１４２０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 

株式会社創、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 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 ０４５－６７１－３５７０  

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 ０５２１０１１４１９ 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５２１０１１４２０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０５２１０１１４１９番及び０５２１０１１４２０

番の合計金額を契約番号０５２１０１１４１９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０５２１０１１４２０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 ０５２１０１１４２０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
西部処理区泉区内雨水浸透施設設置工事に伴う付帯工事 

施工場所 
泉区上飯田町４６６４番１地先から４６６８番１３地先まで 

工事概要 

取付管布設工（Φ１５０㎜～Φ２００㎜、Ｌ＝３０１．１ｍ）、舗装復旧工２，１４２㎡

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月２９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０５２１０１１４１９番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

契約番号０５２１０１１４１９番に記載する。 

提出書類 

契約番号０５２１０１１４１９番に記載する。 

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２８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１７日（木）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（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０５２１０１１４１９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０５２１０１１４１９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 ０５２１０１１４２１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南部処理区三吉地区下水道再整備工事（その６） 

施工場所 
南区永楽町１丁目８番地先から真金町１丁目１番地先まで 

工事概要 

塩ビ管布設工（Φ２５０㎜～Φ３００㎜、Ｌ＝２３７．７ｍ）、管更生工（Φ２５０㎜～

Φ６００㎜、Ｌ＝１９６．８ｍ）、付帯工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ５月３１日まで 

予定価格 ５１，５４０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

亜細亜工業写真株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 

（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。

（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 ０４５－６７１－３５７１  

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 ０５３１０１１０３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道環状２号線（鶴見・港北地区）道路改築工事（その１） 

施工場所 
鶴見区梶山一丁目４３番地先から駒岡二丁目４番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ１１，１３１㎡、切削オーバーレイ（ねじれ抵抗）１，３７６㎡、トッ

プコート工４２０㎡、透水性樹脂コンクリート工４９８㎡、スプリングメッシュ設置工Ｌ

＝１，６６０ｍ、区画線設置工Ｌ＝４，８８６ｍ、雨水桝蓋枠取替工７２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 ７１，７１０，０００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 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、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）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２８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１７日（木）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 

（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 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 



横浜市報調達公告版 

                                第 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

 

147

契約番号 ０５３２０１１０５０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鶴屋町公園ほか１０公園施設改良工事 

施工場所 
神奈川区鶴屋町２丁目９番１ほか１０か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、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 ３月１５日まで 

予定価格 ２４，３２０，０００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 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）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 

株式会社創、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 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 ０５３２０１１０５３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道環状２号線（羽沢・三枚地区）道路改築工事 

施工場所 
神奈川区三枚町２７９番地先から７０２番地先まで 

工事概要 

しゃ音壁工Ｌ＝５０６．３ｍ、アンカーボルト挿入工４０８本、支柱工２０本、準備工一

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 ９３，４７０，０００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 鋼構造 

格付等級 ‐ 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

鋼構造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０５３２０１１０５３番及び０５

３２０１１０５４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、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ３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 

※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 神奈川区神奈川土木事務所 電話 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 ０５３２０１１０５３ 

工事件名 
主要地方道環状２号線（羽沢・三枚地区）道路改築工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【注意事項】 

（１）本件工事は契約番号０５３２０１１０５４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０５３２０１１０５３番及び０５３２０１１０５４

番の合計金額を契約番号０５３２０１１０５３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 ０５３２０１１０５４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
主要地方道環状２号線（羽沢・三枚地区）道路改築付帯工事 

施工場所 
神奈川区三枚町２７９番地先から７０２番地先まで 

工事概要 

しゃ音壁工Ｌ＝４ｍ、落下防止仮設シート工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ―――――――――――― 

調査基準価格 ―――――――――――― 

最低制限価格 ―――――――――――― 

登録工種 鋼構造 

格付等級 ‐ 

登録細目 【鋼構造：その他の鋼構造物工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

契約番号０５３２０１１０５３番に記載する。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

 

提出書類 

契約番号０５３２０１１０５３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、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ３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 

本件工事は契約番号０５３２０１１０５３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０５３２０１１０５３番に記載する。 

工事担当課 神奈川区神奈川土木事務所 電話 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 ０５３４０１１０４７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中区本牧ふ頭地内ほか１か所道路整備工事 

施工場所 
中区本牧ふ頭３番地先ほか１か所 

工事概要 

排水工（側溝工Ｌ＝３７７．６ｍ、集水桝築造工６か所、取付管布設工一式）、アスファ

ルト舗装工１１０㎡ 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 ２４，６２０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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 

関東コピー株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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）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 中区中土木事務所 電話 ０４５－６４１－７６８１  

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 ０５３６０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
下永谷第五公園ほか９公園施設改良工事 

施工場所 
港南区芹が谷五丁目３５番ほか９か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、中低木移植工、地被植栽工）、園路広場整備工、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９０日間 

予定価格 ２６，５８０，０００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 

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２８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１７日（木）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 ０５３６０１１０４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港南警察署前交差点改良工事 

施工場所 
港南区港南中央通６番１号地先から１２番２９号地先まで 

工事概要 

横断歩道橋（鋼材重量３３ｔ、橋長２１．３ｍ、幅員２．６５ｍ）撤去工一式、バスベイ

設置工一式 ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２２日まで 

予定価格 ２８，０３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 鋼構造 

格付等級 ‐ 

登録細目 【鋼構造：鋼製橋梁工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

鋼構造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日以降に完成した工事１件あたりの鋼材重量２０トン以上の歩道用鋼製橋

を撤去（架け替えを含む。）した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

事内容欄に橋梁名、橋梁の形式及び鋼材重量を記入し、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、東洋製図工業株式会社 

平成１７年１０月２８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１７日（木）午後 ３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 港南区港南土木事務所 電話 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 ０５３７０１１０３３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
環状２号線（外回り）保土ケ谷区今井町地内舗装補修工事（夜間・切削） 

施工場所 
保土ケ谷区今井町９９４番地先から１４０７番地先まで 

工事概要 

切削オーバーレイ工（砕石マスチック舗装）３，７０５㎡、舗装切断工Ｌ＝５６９ｍ、 

区画線設置工Ｌ＝１，５２０ｍ 

工期 契約締結の日から６０日間 

予定価格 ４６，６３０，０００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 市内又は準市内 

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７年４月１日以降に完成した砕石マスチック舗装工事又はグースアスファルト舗装工

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場

合は、代表構成員のものに限る。）。 

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 

関東コピー株式会社、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 

（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 ０５４００１１０２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
鳥浜公園施設改良工事 

施工場所 
金沢区鳥浜町１６番３ 

工事概要 

整備面積：４，２８５㎡、基盤整備工、植栽工（高木移植工、地被植栽工、剪定・刈込工

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 ３月１７日まで 

予定価格 ４４，３３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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）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 

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２８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１７日（木）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 金沢区金沢土木事務所 電話 ７８１－２５１１  

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 ０５４００１１０２９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
夏山第一公園施設改良工事 

施工場所 
金沢区釜利谷西一丁目４２番 

工事概要 

整備面積：４，３７８㎡、基盤整備工、植栽工（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 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１０日まで 

予定価格 ３０，４７０，０００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、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 金沢区金沢土木事務所 電話 ０４５－７８１－２５１５  

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 ０５４２０１１０２２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
いぶき野第二公園施設改良工事 

施工場所 
緑区いぶき野６３番地の２ 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、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 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２０日まで 

予定価格 ２６，８９０，０００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 

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２８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１７日（木）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 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 ０５４３０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
藤が丘第二公園ほか１２公園施設改良工事 

施工場所 
青葉区藤が丘一丁目１０番ほか１２か所 

工事概要 

基盤整備工、植栽工（高木植栽工、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９０日間 

予定価格 ２６，４５０，０００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 

有限会社ナガイ、有限会社リバーストン 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 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 



横浜市報調達公告版 

                                第 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

 

159

契約番号 ０５４４０１１０２７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
せせらぎ公園ほか４公園施設改良工事 

施工場所 
都筑区勝田南一丁目２０番ほか４か所  

工事概要 

基盤整備工、植栽工（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 ２５，７４０，０００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 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 

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２８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１７日（木）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 都筑区都筑土木事務所 電話 ０４５－９４２－０６０６  

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 ０５４７０１１０４０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
泉区中田町地内道路整備工事 

施工場所 
泉区中田町２９３２番地先から２９５０番地先まで 

工事概要 

アスファルト舗装工１，１２０㎡、路床、路盤及び舗装の敷ならし転圧工１，１２０㎡、

舗装版切断工Ｌ＝３２０ｍ、ＬＵ側溝工Ｌ＝３００ｍ、区画線設置工Ｌ＝３２０ｍ 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２８，０９０，０００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 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 

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２８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１７日（木）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 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 ０５５４０１１００１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
横浜市立港湾病院再整備工事に伴う港湾病院解体工事 

施工場所 
中区新山下三丁目２番３号 

工事概要 

東病棟解体工（ＳＲＣ造、地下１階地上７階建、延床面積８，９４５．８９㎡）、西病棟

解体工（ＲＣ造、地下１階地上４階建、延床面積３，９３４．２㎡） ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ７月３１日まで 

予定価格 ３３１，８７０，０００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 

※次頁のとおり 

 

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（工事内容欄に解体し

た建築物の構造、階数又は高さ及び延床面積を記入し、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。）（５）共同企業体協定書兼委任状 

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２８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１７日（木）午後 ３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）提出書類のうち、（５）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。 

（４）本件工事の契約事務は病院経営局が行い、契約者は病院事業管理者となる。 

（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１頁目です。）

工事担当課 病院経営局みなと赤十字病院調整担当 電話 ０４５－６７１－２９６７  

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 ０５５４０１１００１ 

工事件名 
横浜市立港湾病院再整備工事に伴う港湾病院解体工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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が、その共同企業

体構成員中最大であること。 

（５）次のア及びイに定める額のうちいずれか大きい額を構成員ごとに算定し、各構成員

  の当該算定した額を合計した金額が、３４８，４６３，５００円以上であること。 

  ア 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ひき屋

・解体に係る工事最高請負実績の元請金額を１０分の６で除して得た額 

イ 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ひき屋

・解体に係る工事最高請負実績の下請金額を１０分の８で除して得た額 

（６）平成７年４月１日以降に完成した、地上４階建以上又は地上高さ１２ｍ以上で延床

  面積が５，４００㎡以上のＲＣ造又はＳＲＣ造の建築物を解体した工事の施工実績を

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、出

資比率が１０分の２以上のものに限る。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５７１０１１２７９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
並木中央小学校（仮称）再整備工事その１（建築工事） 

施工場所 
金沢区並木一丁目２５番１号 

工事概要 

教室等改修工（延床面積６５７㎡、計６教室ほか） 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 ６１，６５０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 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）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２８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１７日（木）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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契約番号 ０５７１０１１２８０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
蒔田小学校屋内運動場耐震補強工事（建築工事） 

施工場所 
南区蒔田町１０２０番地 

工事概要 

耐震補強工（鉄骨ブレース設置工４か所、耐震スリット設置工９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 ３７，９６０，０００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 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 

有限会社サン・アート、有限会社ナガイ 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 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 ０５７１０１１２８７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
蒔田小学校法面保護工事 

施工場所 
南区蒔田町１０２０番地 

工事概要 

法面工一式（Ｈ＝４ｍ～２０ｍ、吹付枠工１，４７２㎡、水切りモルタル・コンクリート

２６㎥、モルタル吹付工３０㎡、ラス張工１，４５０㎡、植生工８３４㎡、法面整形工一

式）、擁壁工一式、階段工一式 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 ６５，１００，０００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 とび・土工 

格付等級 ‐ 

登録細目 【とび・土工：法面工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

技術者 

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 

平成７年４月１日以降に完成した高さ１２ｍ以上の法面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（工事内容欄に工事概

要及び法面の高さを記入し、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 

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２８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１７日（木）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 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３  

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 ０５７１０１１２９３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
洋光台第二中学校校庭整備工事 

施工場所 
磯子区洋光台六丁目４１番１号 

工事概要 

土工２６０㎥、砕石スクリーニングス舗装工６，９９５㎡、給散水施設工一式、排水工一

式 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 ４３，９９０，０００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、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月２８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１７日（木）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 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６４  

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 46号 平成 17年 10月 25日発行 

 

 

167

契約番号 ０５７１０１１２９４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
千秀小学校校庭改良工事 

施工場所 
栄区田谷町１８３２番地 

工事概要 

運動施設工一式、散水施設工一式、排水工一式、砕石スクリーニングス舗装工３，９３８

㎡ 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 ２４，７１０，０００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 

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２８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１７日（木）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 まちづくり調整局施設整備課 電話 ０４５－６７１－３２６３  

契約担当課 財政局契約第一課 電話 ０４５－６７１－２２４４、２２４６ 
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水道局調達公告第46号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「大熊町ほか１か所φ１００ｍｍ配水管新設工事」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25日 

 

横浜市水道事業管理者    

水道局長 金 近 忠 彦  

 

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) 横浜市水道局契約規程（昭和39年４月水道局規程第16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水道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) 横浜市水道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水道局契約規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱及

び横浜市水道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、イの期間に横浜市水道局管財部契約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28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 

横浜市水道局管財部契約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) 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、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得に定める様式を用いること。 

(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、当局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 100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 105分の 100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

水 道 局 
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わないときは、当該入札事務に関係のない当局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) 横浜市水道局契約規程第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、横浜市水道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) (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、横浜市水道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。 
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(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当局職員をしてくじを引かせ落札者を決定するものとする。 

(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水道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、横浜市水道局工事請負等競争入札参加者心得第27条及

び第28条の規定による。 

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 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、当局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、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。 

(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) ５(2)の入札参加資格の確認とあわせて、横浜市水道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。 

(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、５(4)又は５(8)に定める書類を提出しない場合は、横浜市水

道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、横浜市水道局契約規程、横浜市水道局公共工事の前

払金に関する規程、横浜市水道局工事請負に関する競争入札取扱要綱及び横浜市水道局工事請負等競争

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 ０５５２０１１３１３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
大熊町ほか１か所φ１００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
都筑区大熊町７３番地先から９１番地先まで ほか１か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：５９１ｍほか）一式、取付替工事一式、路 

面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１４０日間 

予定価格 ３９，５７０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ｂ】 

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。） 

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 

有限会社サン・アート、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月２８日 午後 ５時００分 

詳細については、横浜市水道局契約課にて閲覧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１０日（木）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４階水道局契約課入札室 

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 水道局北部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１３１３ 

工事件名 
大熊町ほか１か所φ１００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

 

【入札参加資格 その他】 

（１）平成１２年４月１日から入札日までの間に、当局上水道工事の入札者として指名を

受けたことのあるもの。（２）平成７年４月１日から入札日までの間に完成した、送配水

管布設工事（口径１００ｍｍ管以上）の元請実績を有するもの（共同企業体の構成員とし

ての施工実績は、その出資比率が２０％以上のものに限る。）。（３）平成１２年４月１

日から入札日までの間に完成した、当局発注工事による送配水管布設工事（口径１００ｍ

ｍ管以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（１）、（２）、（３）について、そのいずれかを有すること。 

※（２）、（３）について、工事請負実績は、１００万円以上の契約実績に限る。 

※（２）については、官公庁発注工事に限る。 

 

 

【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（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

写し等）。監理技術者を配置する場合は、監理技術者講習終了証の写し（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）【入札参加

資格その他】の（２）の場合、施工実績調書、施工内容の確認できる書類（竣工時工事カ

ルテ受領書の写し等）。（５）【入札参加資格その他】の（３）の場合、施工実績調書並

びに施工内容の確認のできる注文書及び注文請書等の写し並びに施工体系図に会社名称が

記載された部分の写し（当局発注課に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。 

 

【注意事項】 

（１）設計図書等（設計書、図面、特記仕様書、現場説明書等を含む。）に対する質問が

ある場合は、平成１７年１１月４日午後５時までにＦＡＸにより工事担当課に行うこと。

（２）入札にあたっては、当該工事について当局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）給水装置に関わる工事については、横浜市水道局指定給水装置工事事業者を配置す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

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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交通局調達公告第35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、「伊勢佐木長者町駅火災対策設備適合化工事」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25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28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。 

交 通 局 
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(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) 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。 
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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) 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 ０５５３０１１０４２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
伊勢佐木長者町駅火災対策設備適合化工事 

施工場所 
中区長者町５丁目４８番地 

工事概要 

防煙防火シャッター新設工一式、防煙防火シャッター新設に伴う電気設備工一式、防煙防

火シャッター新設に伴う機械設備工一式 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月１７日まで 

予定価格 ２２，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 設定なし 

最低制限価格 １５，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

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）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、神奈川区、西区、南区又は磯子区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 

株式会社福寿企画、株式会社昭和工業写真社 

平成１７年１０月２８日  

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２４日（木）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 

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。 

工事担当課 交通局建築課 電話 ０４５－６７１－３２１４  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７１  
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交通局調達公告第36号 

2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「高圧配電ケーブル更新工事（万代町変電所～横浜駅）」外１件の工事について、一般競争入

札を行う。 

平成17年10月25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28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
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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
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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。 

(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 ０５５３０１１０４４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
高圧配電ケーブル更新工事（万代町変電所～横浜駅） 

施工場所 
中区万代町１丁目１番地から西区南幸一丁目９番Ｂ－２号 

工事概要 

地下鉄ずい道内高圧ケーブル（６，６００Ｖ）撤去・新設工６，６４０ｍほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月２２日まで 

予定価格 ７５，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ５２，５００，０００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 

格付等級 【電気：Ａ】 

登録細目 【電気：電気設備工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

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 

地下鉄ずい道内電力ケーブル布設工事の元請としての施工実績があること。 

提出書類 

※次ページのとおり 

本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目で

す。） 

設計図書の購入先・申込期限 

株式会社ワイシー・ドキュメント、株式会社創 

平成１７年１０月２８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２４日（木）午前 １０時４５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 

※次ページのとおり 

本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目で

す。） 

工事担当課 交通局電気管理所 電話 ０４５－６４１－６６０７  

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 46号 平成 17年 10月 25日発行 

                                                 

181

契約番号 ０５５３０１１０４４ 

工事件名 
高圧配電ケーブル更新工事（万代町変電所～横浜駅） 

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（工事内容欄に工事概要を記入

し、併せて実績を証明する契約書、設計図書及び竣工時工事カルテ受領書の写し等の書類

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ページありますので、ご注意ください。（このページは２ページ目で

す。） 

このページに記載されていない事項については、１ページ目をご確認ください。 
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契約番号 ０５５３０１１０４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
平成１７年度軌道整備及びその他工事 

施工場所 
青葉区あざみ野二丁目２番地の２０から藤沢市湘南台１丁目４３番地の１３まで 

工事概要 

軌道整備工Ⅰ３，２０７ｍ、軌道整備工Ⅱ３４０ｍ、マクラギ位置整正工５３８本、ＥＪ

下げ路工２００ｍ、レール交換工９０８ｍ、支え継目工６か所、締結装置交換工５０５ｍ

 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 ６０，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 ４２，０００，０００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 土木 

格付等級 【土木：Ａ又はＢ】 

登録細目 【土木：軌道工事】 

所在地区分 市内又は準市内 

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 

（１）上記の技術者は、平成７年４月１日から入札日までの間に完成したマルチプルタイ

タンパーによる道床の突き固め作業を含む営業線軌道工事の元請としての施工経験を有す

ること。 

（２）平成７年４月１日から入札日までの間に完成したマルチプルタイタンパーによる道

床の突き固め作業を含む営業線軌道工事の元請としての施工実績を有すること（当該実績

が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が総出資額の１０分の２以上のも

のに限る。）。 

提出書類 

※次ページのとおり 

本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目で

す。） 

設計図書の購入先・申込期限 

東洋製図工業株式会社、亜細亜工業写真株式会社 

平成１７年１０月２８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１８日（金）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  該当しない 

注意事項 

※次ページのとおり 

本件工事の公告は２ページありますので、ご注意ください。（このページは１ページ目で

す。） 

工事担当課 交通局施設管理所 電話 ０４５－５４２－００８５  

契約担当課 交通局財務課 電話 ０４５－６７１－３１７２ 
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契約番号 ０５５３０１１０４９ 

工事件名 
平成１７年度軌道整備及びその他工事 

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。工事

内容欄に施工場所及び工事概要を記入し、併せて実績を証明する契約書、設計図書及び竣

工時工事カルテ受領書の写し等の書類を添付すること。） （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を記入し、併せて実績を証明

する契約書、設計図書及び竣工時工事カルテ受領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ページありますので、ご注意ください。（このページは２ページ目で

す。） 

このページに記載されていない事項については、１ページ目をご確認ください。 
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交通局調達公告第 37 号 

   特定調達契約の落札者等の決定 

 特定調達契約の落札者等を次のとおり決定した。 

   平成 17 年 10 月 25 日 

                                横浜市交通事業管理者 

交通局長  魚 谷 憲 治 

番 

号 

落札又は随意契

約に係る物品等

又は特定役務の

名称及び数量 

契約に関する事

務を担当する部

課の名称及び所

在地 

落札者又

は随意契

約の相手

方を決定

した日 

落札者又は随意契

約の相手方の氏名

又は名称及び住所

又は所在地 

落札金額又は随

意契約に係る契

約金額 

契約の相

手方を決

定した手

続 

当該入札

公告を行

った日 

随 意 契

約 の 理

由 

１ 人事給与システ

ム機器等賃借一

式の借入 

横浜市交通局総

務部財務課 

中区港町１丁目

１番地 

平成17 年

９月 16 日

センチュリー・リ

ーシング・システ

ム株式会社横浜支

店 

西区北幸１丁目 11

番 11 号 

円

6,483,750

一般競争

入札 

平成17 年

７月 26

日 

－ 
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