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第 43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 

 

 

【水道局】 

△予定価格 2,500万円以上の一般競争入札の施行（（仮称）小雀６号配水池築造工事（その３）［斜面 

補強対策］ ほか 10件）････････････････････････････････････････････････････････････････････２ 

△予定価格1,000万円以上2,500万円未満の一般競争入札の施行（川井ろ過池屋上防水工事ほか２件）･･･27 

 

【正誤】･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････35 
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水道局調達公告第 43号 

予定価格 2,500万円以上の一般競争入札の施行 

次のとおり、「（仮称）小雀６号配水池築造工事（その３）［斜面補強対策］」ほか 10件の工事について、

一般競争入札を行う。 

平成 17年 10月４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７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られる場合があるので、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) 前項に定める書類は、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) 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。 

(8) 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 ０５５２０１１２４９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 （仮称）小雀６号配水池築造工事（その３）［斜面補強対策］ 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

場所打杭工事（大口径ボーリングマシン工）一式、鋼管モルタル杭Ｄ５００ｍｍ×Ｌ２６

ｍ：１５本ほか 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ３１，７９０，０００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 （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）。 

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 ７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１０月２６日（水）午前 １０時４０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２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 

※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 水道局建設課  
 

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１２４９ 

工事件名 
（仮称）小雀６号配水池築造工事（その３）［斜面補強対策］ 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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１０月１４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）横浜市水道局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 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 水質測定装置設置工事 

施工場所 
磯子区洋光台六丁目１０番１号ほか 

工事概要 

水質測定装置 一式、機器輸送費 一式、電気材料 一式、機械材料 一式、機器据付工

事 一式、配線工事 一式、配管工事 一式、試運転調整 一式ほか 

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ７０，６１０，０００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 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 制限なし 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

（１）平成７年４月１日から入札までの間に完成した、上下水道事業又は工業用水道事業

において、計測器設備にかかる改良工事等の工事元請実績を有するもの。 

（２）平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局計測器設備にかかる改良

工事等において、工事下請負等の施工実績を有するもの。 

 

※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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 

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 ７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１０月２６日（水）午前 １１時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２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 水道局配水課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１２５１ 

工事件名 
水質測定装置設置工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【提出書類】 

（１）設計図書代金領収書（写）（２）配置技術者（変更）届出書（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（１）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（２）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１０月１４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）配置する技術者は、当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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５２ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 小雀計算機用蓄電池改良工事 

施工場所 
戸塚区小雀町２，４７０番地 

工事概要 

電気材料 一式、据付工 一式、撤去工 一式 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 ４６，０７０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 制限なし 

技術者 

電気工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※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 

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 ７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１０月２６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４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 する（一括） 部分払 しない 契約保証 要求 

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

注意事項 

※次頁のとおり 

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

工事担当課 水道局設備課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１２５２ 

工事件名 
小雀計算機用蓄電池改良工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

（１）平成７年４月１日から入札日までの間に完成し、かつ１年以上稼動実績のある国内

の上下水道事業又は工業用水道事業における浄水場又はポンプ場の蓄電池設備を設置した

元請としての施工実績を有するもの。 

（２）平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、国内の上下水道事業又は工業

用水道事業における浄水場又はポンプ場の蓄電池に係る工事下請負等の施工実績を有する

もの。 

（３）本工事において製作・設置する蓄電池設備について、設計できる部門並びに工事、

技術管理及び検査体制を有し、社内基準に基づき自ら工事、施工及び管理できること。ま

た、機器故障等の緊急時に迅速に対応できる体制を有していること。 

 

※（１）及び（３）の条件を有すること。 

 又は（２）及び（３）の条件を有すること。 

 

 

【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（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（１）について、施工実績調書（工事内容欄に設備に関する能力、機種形

式、台数、用途、納入年月、稼動年月、実運転時間等を記入すること。）、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（ 

２）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（当局発注の工事については、発注課

に提出された下請負人選定通知書の写しでも可）。（６）正従業員数（設計・製造・検査 

業務従事者及び設計部署・設計技術者数）及びアフターサービス体制が確認できる組織票

。 

 

【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１０月１４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）配置する技術者は、当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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５５ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事（その４

８） 

施工場所 鶴見、神奈川、港北、都筑区一円、他 

工事概要 

※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。）

工期 契約締結の日から平成１８年 ３月３１日まで 

予定価格 ２７，４７４，３５７円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 管 

格付等級 【管：Ａ又はＢ】 

登録細目 【管：給排水衛生設備工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

管工事業又は水道施設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 

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 ７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１０月２６日（水）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４階 Ｋ４０２会議室 

支払い条件 前金払 しない 部分払 する 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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局業務課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１２５５ 

工事件名 
φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事（その４

８） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【工事概要】 

・配水管新設工事（φ５０ｍｍＶＬＧＰ）Ｌ＝１００ｍ １か所 

・配水管新設工事（φ５０ｍｍＶＬＧＰ）Ｌ＝ ９０ｍ ３か所 

・配水管新設工事（φ５０ｍｍＶＬＧＰ）Ｌ＝ ８０ｍ １か所 

・配水管新設工事（φ５０ｍｍＶＬＧＰ）Ｌ＝ ７０ｍ ３か所 

・配水管新設工事（φ５０ｍｍＶＬＧＰ）Ｌ＝ ６０ｍ ２か所 

・配水管新設工事（φ５０ｍｍＶＬＧＰ）Ｌ＝ ３０ｍ ２か所 

 

【入札参加資格 その他】 

（１）横浜市水道局指定給水装置工事事業者であること。 

（２）平成１２年４月１日から入札日までの間に、当局発注の工事請負単価契約「φ５０

ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の入札者として

指名を受けたことのあるもの。 

（３）平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局発注の工事請負単価契約

「φ５０ｍｍ以下配水管新設工事及び給水管取付替工事並びに配水管切回し工事」の下請

実績を有するもの。 

 

  ※（１）及び（２）の条件を有すること。 

   又は、（１）及び（３）の条件を有すること 

 

 

【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（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）下請実績の 

場合、施工実績調書並びに施工内容の確認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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５６ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 桜木線φ８００ｍｍ配水管改良工事（その２） 

施工場所 
中区野毛町２丁目１０１番地先から花咲町２丁目６４番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｓ・ＫＦφ８００ｍｍ：２５２ｍほか）一式、推進工事一式、

薬液注入工事一式、配水管撤去工事一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から３６０日間 

予定価格 １７９，４３０，０００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：Ａ】 

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 

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 ７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１０月２６日（水）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 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局南部配水管理所  
 

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１ 
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契約番号 ０５５２０１１２５６ 

工事件名 
桜木線φ８００ｍｍ配水管改良工事（その２） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５７ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
南幸一丁目φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
西区南幸一丁目６番３１号先から北幸一丁目２番７号先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ２００ｍｍ：２８５ｍ、既設管内配水管引込工 ＳＵＳ

（フレキ）φ１５０ｍｍ：１１１ｍほか）一式、配水管撤去工事一式、仮設配水管布設撤

去工一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から３６０日間 

予定価格 １５２，５３０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

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日から入札日の間に完成した工事で口径２００ｍｍ以上の内挿管布設工事

の元請実績又は下請実績（但し内挿管布設工事に限る）を有すること。 

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 

株式会社アイ・テック、関東コピー株式会社 

平成１７年１０月 ７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１０月２６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４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１２５７ 

工事件名 
南幸一丁目φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

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（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 

格その他について、元請実績の場合は、施工実績調書及び工事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）。また、下請実績の場合は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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５８ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
環状４号線φ１２００ｍｍ配水管新設工事（その３４） 

施工場所 
瀬谷区北町２１番地先から卸本町９，２７９番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐Ｓφ１，２００ｍｍ：２６４ｍほか）一式、路面復旧工事一式

、付帯工事一式 

工期 契約締結の日から２１０日間 

予定価格 １２９，５７０，０００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：Ａ】 

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 

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 ７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１０月２６日（水）午前 ９時５０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局建設課  
 

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１２５８ 

工事件名 
環状４号線φ１２００ｍｍ配水管新設工事（その３４） 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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

９月１日から平成１７年８月３１日までの間に通知された上水道に係る工事の横浜市水道

局請負工事検査事務取扱規程第１０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、次の（１）、（２）又は（３）のいずれかに該当すること。 

（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。 

 

※（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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５９ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
釜利谷線から富岡線φ６００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
金沢区能見台六丁目３６番２２号先から能見台六丁目１番１号先まで 

工事概要 

配水管新設工事（鋳鉄管φ６００ｍｍ：５４０ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から２００日間 

予定価格 １０３，２５０，０００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 上水道 

格付等級 【上水道：Ａ】 

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 

関東コピー株式会社、有限会社サン・アート 

平成１７年１０月 ７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１０月２６日（水）午前 １０時００分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局建設課   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１２５９ 

工事件名 
釜利谷線から富岡線φ６００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２６０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
本町２丁目φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
中区本町２丁目２２番地先から本町４丁目４０番地先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：２５４ｍほか）一式、配水管撤去工事一式

、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１２５日間 

予定価格 ５６，８６０，０００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 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 

東洋製図工業株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月 ７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１０月２６日（水）午前 １０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４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局中部配水管理所  
 

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１２６０ 

工事件名 
本町２丁目φ１００から３００ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【入札参加資格 その他】 

平成１６年度災害協力業者名簿に登載されている者で、次の（１）、（２）又は（３）の 

いずれかに該当すること。 

（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１００㎜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１００㎜管

以上）の下請実績を有するもの。 

 

※（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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２６１ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
中央一丁目ほか３か所φ７５から１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
西区中央一丁目４１番７号先から中央一丁目４３番２３号先までほか３か所 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１００ｍｍ：２４４ｍほか）一式、配水管撤去工事一式

、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 ５１，８３０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 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 

関東コピー株式会社、株式会社福寿企画 

平成１７年１０月 ７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１０月２６日（水）午前 １０時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局中部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１２６１ 

工事件名 
中央一丁目ほか３か所φ７５から１５０ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２６３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
橋戸二丁目φ１５０ｍｍ配水管新設工事 

施工場所 
瀬谷区橋戸二丁目４１番地の１先から下瀬谷二丁目１７番地の１１先まで 

工事概要 

配水管新設工事（ＤＩＰ‐ＮＳφ１５０ｍｍ：５２５ｍほか）一式、路面復旧工事一式 

工期 契約締結の日から１３５日間 

予定価格 ２５，２１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く。） 

調査基準価格 開札後に公表 

最低制限価格 設定なし 

登録工種 上水道 

格付等級 【上水道：Ｃ】 

登録細目 【上水道：上水道工事】 

所在地区分 市内 

技術者 

土木工事業に係る主任技術者又は監理技術者を施工現場に専任で配置すること。 

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

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

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

※次頁のとおり 

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 

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 ７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１０月２６日（水）午前 １０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 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局西部配水管理所   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１２６３ 

工事件名 
橋戸二丁目φ１５０ｍｍ配水管新設工事 

入 

 

札 

 

に 

 

係 

 

る 

 

必 

 

要 

 

事 

 

項 

【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、旭区内、港北区内、緑区内、青葉区内、都筑区内、泉区内又は瀬谷

区内のいずれかにあり、かつ、次の（１）、（２）又は（３）の資格を有すること。 

（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。 

 

※（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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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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水道局調達公告第 44号 

予定価格 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、「川井ろ過池屋上防水工事」ほか２件の工事について、一般競争入札を行う。 

平成 17年 10月４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７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られる場合があるので、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

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。 

(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
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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) 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 ０５５２０１１２５０ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
川井ろ過池屋上防水工事 

施工場所 
旭区上川井町２，５５５番地 

工事概要 
屋上防水工事（床樹脂モルタル９４０ｍ２、床ウレタン塗膜防水８８６ｍ２ほか）一式 

工期 契約締結の日から１２０日間 

予定価格 １５，９００，０００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 防水 

格付等級 － 

登録細目 － 

所在地区分 市内 

技術者 

防水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等）

。 

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 ７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１０月２６日（水）午前 １０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４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局川井浄水場  
 

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６１  
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契約番号 ０５５２０１１２５３ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 金沢配水池流量計修繕 

施工場所 金沢区能見台六丁目３７番地 

工事概要 

φ５００ｍｍ電磁流量計発信機及び変換機交換 一式、φ７００ｍｍ電磁流量計発信機及

び変換機交換 一式、励磁用ケーブル及び専用ケーブル交換 一式、φ７００ｍｍ片フラ

ンジ管製作設置 一式、φ７００ｍｍ両フランジ管撤去 一式 

工期 契約締結の日から９０日間 

予定価格 １９，４８０，０００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 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 制限なし 

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か月間経過していなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

（１）平成７年４月１日から入札までの間に完成した、上下水道事業又は工業用水道事業

において、計測器設備にかかる改良工事等の工事元請実績を有するもの。 

（２）平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局計測器設備にかかる改良

工事等において、工事下請負等の施工実績を有するもの。 

 

※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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 

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 ７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１０月２６日（水）午前 １１時２０分 

入札及び開札場所 中区真砂町２丁目２２番地 関内中央ビル４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局小雀浄水場   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１２５３ 

工事件名 
金沢配水池流量計修繕 

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）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等）。（ 

５）【入札参加資格その他】の（１）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）。（６）【入札参加資格その他】の（２）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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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 ０５５２０１１２５４ 

入札方法 入札書の持参による 

工事件名 
港北ポンプ場環状幹線流量計修繕 

施工場所 
都筑区二の丸１４番１号 

工事概要 
超音波流量計 一式、電気材料 一式ほか 

工期 契約締結の日から１５０日間 

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 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 制限なし 

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か月間経過していなければならない。 

入 

札 

参 

加 

資 

格 

その他 

（１）平成７年４月１日から入札までの間に完成した、上下水道事業または工業用水道事

業において、計測器設備にかかる改良工事等の工事元請実績を有するもの。 

（２）平成１２年４月１日から入札日までの間に完成した、当局計測器設備にかかる改良

等において、工事下請負等の施工実績を有するもの。 

 

※（１）又は（２）の条件を有すること。 

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 

有限会社ナガイ、株式会社ワイシー・ドキュメント 

平成１７年１０月 ７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１０月２６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４階 Ｋ４０２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）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１０月１４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。 

工事担当課 水道局西谷浄水場   

契約担当課 水道局契約課 電話 ０４５－６７１－３０６０  
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契約番号 ０５５２０１１２５４ 

工事件名 
港北ポンプ場環状幹線流量計修繕 

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）主任技術者配置届出書（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等）

。（５）【入札参加資格その他】の（１）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）。（６）【入札参加資格その他】の（２）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）。 

 

 

 

 

 

 

 

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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平成 17 年横浜市報調達公告版第 41 号 24 ページ（契約番号０５２１０１１２５２、工事件名金沢区釜利

谷東地区下水道工事）提出書類欄中の「（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。）」を削る。 

  

 

正 誤 


